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000330

掲載日

ファイル
コード

03.7.29

委 託 調 査 報 告 書 名
平成２９年度平常時及び緊急時における石油需給動向等調査（石油産業情報化推進調査）（令和２年度
歳出化分）

委託事業者名

担当課室名

(株)サーベイリサー 資源エネルギー庁
チセンター
資源・燃料部政策課

平成２９年度年末通達及び発注方式等取引条件改善調査取引条件改善状況調査（平成29年度発注方式 株式会社東京商工 中小企業庁
等取引条件改善調査）の報告
リサーチ
事業環境部取引課

000028

03.7.9 E009182

000359

03.4.20 E008922

平成２９年度国際エネルギー情勢調査（ＡＳＥＡＮ＋３地域におけるエネルギー連携強化に係る事業）（国
庫債務負担行為に係るもの）（第３年度（平成３１年度／令和元年度））報告書

000747

03.1.21 E008881

資源エネルギー庁
平成２９年度電力市場環境調査(電力小売自由化後の電気事業における環境調査を踏まえた電力市場環 一般財団法人経済
電力・ガス事業部政策課電力
境調査のあり方）報告書《電気事業便覧》
産業調査会
産業・市場室

000426

02.12.17 E008864

平成２９年度平常時及び緊急時における石油需給動向等調査(石油産業情報化推進調査）（令和元年度
歳出化分）石油統計速報、資源エネルギー統計月報(確報）

一般財団法人日本
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

株式会社サーベイ 資源エネルギー庁
リサーチセンター 資源・燃料部政策課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

ＨＰアドレス（データ）

1.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000330.pdf

11.0 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/030028.pdf

5.8 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/030359.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/030359-1.zip

8.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000747.pdf

27.9 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/020426.pdf

000024

02.8.4 E008571 平成２９年度製造基盤技術実態等調査（素形材業界の「稼ぐ力」の向上等に係る調査分析）調査報告書

株式会社ローラン 製造産業局素
ド・ベルガー
形材産業室

1.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/020024.pdf

000025

02.8.4 E008572

平成２９年度取引条件改善事業（型管理（保管・廃棄等）に関する基本的な考え方に関する調査分析）報
告書

株式会社野村総合 製造産業局素
研究所
形材産業室

2.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000025.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000025-1.zip

000026

02.8.4 E008573 平成２９年度取引条件改善事業（素形材産業における取引条件改善調査）調査報告書

一般財団法人素形 製造産業局素
材センター
形材産業室

2.6 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000026.pdf

000746

02.8.4 E008574

000748

02.8.4 E008575 平成２９年度電力市場環境調査（電力を中心としたエネルギー産業の構造変化等に関する調査）報告書

000749

02.8.4 E008576

平成２９年度電力市場環境調査（電気事業者の資金調達環境等に係る現状と課題に関する調査・分析）
調査報告書

000750

02.8.4 E008577

平成２９年度廃炉等積立金制度導入調査（廃炉等積立金制度の導入のための財務・会計上の論点等の
調査・分析）最終報告書

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

0.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000750.pdf

000751

02.8.4 E008578

平成２９年度廃炉等積立金制度導入調査（廃炉等積立金制度の導入・運用に必要な情報収集・分析）成
果報告書

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

6.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000751.pdf

000676

02.3.30 E008321

平成２９年度 国際エネルギー情勢調査（電力分野のサイバーセキュリティに関する海外連携のあり方等調 マカフィー株式会
査事業）報告書
社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力産業・
市場室

マッキンゼー・アン
資源エネルギー庁
ド・カンパニー・イン
電力・ガス事業部電力産業・
コーポレイテッド・
市場室
ジャパン
資源エネルギー庁
PwCコンサルティン
電力・ガス事業部電力産業・
グ合同会社
市場室

平成２９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（タイ東部経済回廊開発に係る協力 株式会社アルメッ
可能性調査）調査報告書
クVPI

1.2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000746.pdf

1.1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000748.pdf

4.7 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000749.pdf http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000749-1.zip

貿易経済協力局
貿易振興課

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000676.pdf

000536

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（ＧＣＦに関する実現可能性調査（ケ 株式会社エヌ・
産業技術環境局
02.3.2 E008275 ニアの大型灌漑プロジェクトにおけるＧＣＦを活用した再生可能エネルギー導入事業の実現可能性調査）） ティ・ティ・データ経
地球環境対策室
成果報告書
営研究所

8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010536.pdf

000537

02.3.2 E008276

平成２９年度地球温暖化問題等対策における国際機関等連携事業（ＧＣＦに関する活用可能性調査及び
人材育成事業）報告書

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

82.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010537.pdf

000606

02.3.2 E008277

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（ＧＣＦに関する実現可能性調査（ＧＣ みずほ情報総研株 産業技術環境局
Ｆを活用したカンボジアにおける太陽光発電事業の実現可能性調査））報告書
式会社
地球環境対策室

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010606.pdf

000607

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（ＧＣＦに関する実現可能性調査（ＧＣ
みずほ情報総研株 産業技術環境局
02.3.2 E008278 Ｆを活用したカンボジアにおける太陽光発電事業の実現可能性調査）報告書（英語版）
式会社
地球環境対策室
GCF Solar power project in Cambodia Feasibility Study Report

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010607.pdf

000608

02.3.2 E008279

平成２９年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦに関する実現可能性調査（無電化地帯
への低炭素ストレージシステム導入におけるＧＣＦ活用検討調査））成果報告書

株式会社野村総合 産業技術環境局
研究所
地球環境対策室

1 / 38 ページ

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000608.pdf
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000609
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ファイル
コード

委 託 調 査 報 告 書 名

平成２９年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＧＣＦに関する実現可能性調査（無電化地帯
02.3.2 E008280 への低炭素ストレージシステム導入におけるＧＣＦ活用検討調査））成果報告書（英語版）
FY2017 GCF Feasibility Study in introducing low-carbon storage system to off-grid area Final Report
平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費（ヤンゴ
ン市におけるスマートコミュニティ開発に関する検討調査事業）報告書

000617

02.1.20 E008263

000564

01.12.2 E008235 平成２９年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究報告書

委託事業者名

担当課室名

株式会社野村総合 産業技術環境局
研究所
地球環境対策室
株式会社日建設計 商務・サービスグループ
シビル
消費・流通政策課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010609.pdf

20.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000617.pdf

株式会社東京商工 中小企業庁
リサーチ
事業環境部財務課

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010564.pdf

平成２９年度発電所の環境影響評価審査に係る調査委託費（温排水拡散に係る効率的な調査・解析手法 一般財団法人電力 産業保安グループ
検討調査）報告書
中央研究所
電力安全課

12.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000647.pdf

000647

01.11.27 E007624

000685

01.11.22 E008232 平成２９年度中小企業の経営人材の育成に関する実態調査報告書

株式会社日本アプ
中小企業庁
ライドリサーチ研究
経営支援部経営支援課
所

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000685.pdf

000555

01.11.12 E008220 平成２９年度消費税の転嫁状況に関するモニタリング事業最終報告書

中小企業庁
株式会社東京商工
事業環境部消費税転嫁対策
リサーチ
室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010555.pdf

000538

01.11.7 E008202

平成２９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

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010538.pdf

000539

01.11.7 E008203

一般財団法人日本
平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（新興国の排出量等動向調査）委託報告
産業技術環境局
エネルギー経済研
書
地球環境対策室
究所

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000539.pdf

000540

01.11.7 E008204

平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（気候資金等に関する国際動向調査）報
告書

000541

01.11.7 E008205 平成２９年度地球温暖化問題等対策調査（技術メカニズムに関する調査事業）調査報告書

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

23.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000540.pdf

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

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000541.pdf

日本ＣＣＳ調査株
式会社

産業技術環境局
地球環境対策室

000519

01.10.23 E008160 平成２９年度苫小牧におけるＣＣＳ大規模実証試験事業成果報告書

000467

01.10.15 E008140

平成２９年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウィーク関連調査事業）業 公益財団法人日本 商務・サービスグループ
務実施報告書
交通公社
クールジャパン政策課

000505

01.10.15 E008141

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(ベトナム：基幹
送電網全系における系統安定化システム導入）調査報告書

000520

01.10.15 E008142 平成２９年度安全なＣＣＳ実施のためのＣＯ２貯留技術の研究開発事業成果報告書（１）

二酸化炭素地中貯 産業技術環境局
留技術研究組合 地球環境対策室

743.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000520.pdf

000521

01.10.15 E008143 平成２９年度安全なＣＣＳ実施のためのＣＯ２貯留技術の研究開発事業成果報告書（２）

二酸化炭素地中貯 産業技術環境局
留技術研究組合 地球環境対策室

316.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010521.pdf

次世代型膜モ
平成２９年度ＣＯ2分離回収技術の研究開発事業（二酸化炭素分離膜モジュール実用化研究開発事業）成
産業技術環境局
ジュール技術研究
果報告書
地球環境対策室
組合

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010496.pdf

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000459.pdf

THEパワーグリッド
資源エネルギー庁
ソリューション株式
長官官房国際課
会社

000496

01.10.4 E008126

000459

01.9.25 E008114 平成２９年度産業技術調査事業（大学発ベンチャー・研究シーズ実態等調査）報告書

株式会社価値総合 産業技術環境局
研究所
大学連携推進室

000463

01.9.25 E008113 平成２９年度中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業調査報告書

中小企業庁
株式会社ＮＴＴデー
経営支援部技術・経営革新
タ経営研究所
課
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309.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000519.pdf

121.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000467.pdf

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010505.pdf

42.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000463.pdf
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000657

01.9.25 E008112

平成２９年度苫小牧におけるＣＣＳ大規模実証試験事業（我が国のＣＣＳ技術を用いた国際貢献に向けた 日本エヌ・ユー・エ 産業技術環境局
基礎事業）調査報告書
ス株式会社
地球環境対策室

000426

01.8.30 E008071

平成２９年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（平成３０年経済産業省特定業種石油等 一般社団法人経済 資源エネルギー庁
消費統計調査）（国庫債務負担行為に係るもの）報告書
産業統計協会
長官官房総務課戦略企画室

000434

01.8.30 E008072

平成２９年度平常時及び緊急時における石油需給動向等調査(石油産業情報化推進調査）（平成３０年度 株式会社サーベイ 資源エネルギー庁
歳出化分） 石油統計速報 資源エネルギー統計月報（確報） 石油設備調査
リサーチセンター 資源・燃料部政策課

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000434.pdf

000435

01.8.30 E008073

一般社団法人サー
平成２９年度補正学びと社会の連携促進事業（中小企業経営支援人材向けリカレント教育プログラム構築
商務・サービスグループ
ビスデザイン推進
に向けた調査・分析事業）調査報告書
サービス政策課
協議会

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010435.pdf

000458

01.8.30 E008074

平成２９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あり
方に関するニーズ調査報告書

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000458.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000458-1.zip

000399

01.8.27 E008060 平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（諸外国における原子力政策等動向調査）調査報告書

000400

株式会社ブレイン
ワークス

中小企業庁
長官官房広報相談室

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000657.pdf

51.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010426.pdf

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

16.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010399.pdf

01.8.27 E008061

資源エネルギー庁
平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（中国における原子力発電事業及び政策動向等に関する 一般社団法人海外
電力・ガス事業部原子力政策
調査）報告書
電力調査会
課

23.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010400.pdf

000401

01.8.27 E008062

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（米国における原子力の平和利用、核不拡散、核セキュリ
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
ティに関する政策動向等調査）報告書
究所
課

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000401.pdf

000402

01.8.27 E008063

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（原子力分野における国際協力枠組み等に関する調査）
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
報告書
究所
課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000402.pdf

000403

01.8.27 E008064

平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（韓国における原子力政策転換に伴う動向に関する調
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

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010403.pdf

000590

01.8.27 E008065

株式会社オリエン
平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ミャンマー・ティ
貿易経済協力局
タルコンサルタンツ
ラワSEZ周辺インフラ整備計画調査）報告書
通商金融課
グローバル

11.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000590.pdf

000595

01.8.27 E008066

平成２９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
報告書
任監査法人
産業資金課

55.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000595.pdf

000207

01.7.16 E007973

平成２９年度国際エネルギー情勢調査（ＡＳＥＡＮ＋３地域におけるエネルギー連携強化に係る事業）（国
庫債務負担行為に係るもの）調査報告書（第２年度（平成３０年度））

000228

01.7.11 E007965 平成２９年度補正経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（産業再編システム構築事業）報告資料

株式会社シグマク 経済産業政策局
シス
産業創造課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010228.pdf

000230

01.7.11 E007964 平成２９年度経済連携協定に基づく産業協力（ベトナムへの繊維専門家派遣事業）に関する報告書

株式会社野村総合 製造産業局
研究所
生活製品課

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010230.pdf

000240

01.7.11 E007949

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ＩＴ人材等育成支援のための調査分析）
調査報告書

みずほ情報総研株 商務情報政策局
式会社
情報技術利用促進課

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010240.pdf

000241

01.7.11 E007950

一般社団法人日本
平成２９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次産業革命に資する我が国企業のＩ
商務情報政策局
情報システム・ユー
Ｔ利活用に係る調査研究）調査報告書
情報技術利用促進課
ザー協会

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010241.pdf

000242

01.7.11 E007951

一般社団法人日本
平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（第四次産業革命の実現に資するＩＴ利活
商務情報政策局
情報システム・ユー
用の取組状況調査研究）調査報告書
情報技術利用促進課
ザー協会

45.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010242.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
長官官房国際課
究所
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平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（第四次産業革命時代におけるヒトとシス
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000243

01.7.11 E007952

000224

01.6.20 E007913 平成２９年度補正学びと社会の連携促進事業（「未来の教室」（学びの場）創出事業）最終報告書

000104

01.6.10 E007894

平成２９年度補正海外経済情報調査等委託費（日・欧州連合相互投資促進による地域経済活性化事業
（JBCの効果的な開催方法等の検討に関する調査））報告書

株式会社博報堂

貿易経済協力局
投資促進課

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010104.pdf

000105

01.6.10 E007895

平成２９年度補正海外経済情報調査等委託費（日・欧州連合相互投資促進による地域経済活性化事業
（広報媒体による情報発信及びその効果の調査））報告書

株式会社博報堂

貿易経済協力局
投資促進課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010105.pdf

000106

01.6.10 E007896

平成２９年度補正海外経済情報調査等委託費（日・欧州連合相互投資促進による地域経済活性化事業
（我が国の地域における投資魅力度調査））報告書

株式会社博報堂

貿易経済協力
局投資促進課

000171

01.6.10 E007897 平成２９年度補正ＩｏＴを活用した新市場創出促進事業（ＩｏＴ活用おもてなし実証事業）事業報告書

000192

01.5.22 E007807

000777

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

8.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010243.pdf

222.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010224.pdf

18.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010106.pdf

デロイト トーマツ コ
商務情報政策局
ンサルティング合
情報産業課
同会社

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010171.pdf

平成２９年度補正学びと社会の連携促進事業（ＥｄＴｅｃｈを活用した学校現場の業務改善等検討事業）最
終報告書

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

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010192.pdf

01.5.22 E007808

平成２９年度石油精製に係る諸外国における技術動向・規制動向等の調査・分析事業（海外製油所の国
際競争力分析に関する調査）調査報告書

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
ンター
課

000029

01.5.17 E007783

平成２９年度エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業（エネルギー政策動向分
析・調査支援事業）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
長官官房総務課戦略企画室
究所

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/010029.pdf

000775

01.5.17 E007784

平成２９年度石油精製に係る諸外国における技術動向・規制動向等の調査・分析事業（石油コンビナート
における競争力強化に関する分析調査）報告書

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

14.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000775.pdf

000776

01.5.17 E007785

一般財団法人石油 資源エネルギー庁
平成２９年度石油精製に係る諸外国における技術動向・規制動向等の調査・分析事業（石油精製に係る環
エネルギー技術セ 資源・燃料部石油精製備蓄
境規制等に関する調査）調査報告書
ンター
課

64.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000776.pdf

15.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000777.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000777-1.zip

独立行政法人中小 中小企業庁
企業基盤整備機構 経営支援部経営支援課

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/300134.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

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000709.pdf

01.5.7 E007745

一般財団法人宇宙 製造産業局
平成２９年度新興国市場開拓事業（【中東】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
システム開発利用 航空機武器宇宙産業課宇宙
ング衛星利用による課題解決のための政策対話）報告書
推進機構
産業室

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000710.pdf

000711

01.5.7 E007744

平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（ビッグデータにおける衛星データのあり方に関する調査（政
府衛星データのオープン＆フリー化及び利用環境整備に関する検討会））報告書

製造産業局
株式会社三菱総合
航空機武器宇宙産業課宇宙
研究所
産業室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000711.pdf

000712

01.5.7 E007743

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（高精度測位技術を活用し
たベトナム社会主義共和国へのインフラ輸出事業実施可能性調査）報告書

製造産業局
国際航業株式会社 航空機武器宇宙産業課宇宙
産業室

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000712.pdf

000713

01.5.7 E007742

平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業 （国内外の宇宙産業に関するサプライチェーンの動向調査）
事業報告書

デロイト トーマツ コ 製造産業局
ンサルティング合 航空機武器宇宙産業課宇宙
同会社
産業室

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000713.pdf

000134

01.5.7 E007747 平成２９年度補正中小企業・小規模事業者人材育成事業報告書

000709

01.5.7 E007746

平成２９年度新興国市場開拓事業（【アジア】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）報告書

000710
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000714

01.5.7 E007741

一般財団法人リ
製造産業局
平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（衛星データ活用の潜在的ユーザ抽出及び地上ビッグデータ
モート・センシング 航空機武器宇宙産業課宇宙
の利用可能性調査）調査報告書（日本語版）
技術センター
産業室

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000714.pdf

000715

01.5.7 E007740

平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（衛星データ活用の潜在的ユーザ抽出及び地上ビッグデータ
一般財団法人リ
製造産業局
の利用可能性調査）調査報告書（英語版）
モート・センシング 航空機武器宇宙産業課宇宙
FY29 Manufacturing Infrastructure Technology Status Survey (Survey on potential users of satellite data
技術センター
産業室
and availability of in-situ big data) Summary Report

0.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000715.pdf

000681

31.4.22 E007709

国立研究開発法人
平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（ビンテージソサイエティの実現に向けた高齢者等の行
産業保安グループ
産業技術総合研究
動データ取得事業）報告書
製品安全課
所

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000681.pdf

000719

31.4.22 E007710 平成２９年度サービス分野の生産物分類作成に係る調査研究報告書

一般財団法人経済 調査統計グループ
産業調査会
統計企画室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000719.pdf

000723

31.4.22 E007711

平成２９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 株式会社ＮＴＴデー 商務情報政策局
等事業）調査報告書
タ経営研究所
総務課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000723.pdf

000724

31.4.22 E007712

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（分散型システムに対応した技術・制度等 株式会社日本総合 商務情報政策局
に係る調査）報告書
研究所
情報経済課

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000724.pdf

000725

31.4.22 E007713

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ＡＩを巡る法的論点に関する調査研究）調 株式会社NTTデー 商務情報政策局
査報告書
タ経営研究所
情報経済課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000725.pdf

000730

31.4.22 E007714

平成２９年度国際エネルギー情勢調査（ＡＳＥＡＮ＋３地域におけるエネルギー連携強化に係る事業）（国
庫債務負担行為に係るもの）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

000731

31.4.22 E007715

平成２９年度石油産業体制等調査研究（我が国エネルギー政策の企画立案のための米国メディアデータ
を利用した米国の対外政策と米産業界の動向等調査事業）総合報告書

株式会社パースペ 資源エネルギー庁
クティブ・メディア 長官官房国際課

000753

31.4.22 E007716

平成２９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
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
アジア大洋州課

000686

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査（先進火力発電等案
資源エネルギー庁
31.4.10 E007690 件形成調査（ベトナム・クワンチャックにおける超々臨界石炭火力発電所建設事業に係る実現可能性調
東電設計株式会社
資源・燃料部石炭課
査））調査報告書

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000686.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000686-1.zip

000687

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査（先進火力発電等案
31.4.10 E007689 件形成調査（インド・ＴＡＴＡ Ｐｏｗｅｒ石炭火力発電所向け乾式脱硫脱硝システムの事業実現可能性調査 日揮株式会社
事業））調査報告書

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000687.pdf

000689

31.4.10 E007688

資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（分散型エネルギーシステムを活用したリソー 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
スアグリゲ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
部新エネルギーシステム課

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000689.pdf

000690

31.4.10 E007687

資源エネルギー庁
平成２９年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務（再生可能エネルギー発電設備 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
の費用報告データ分析業務）報告書
研究所
部新エネルギー課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000690.pdf

000691

31.4.10 E007686

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（再生可能エネルギーに関する海外コスト調
査分析事業）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 省エネルギー・新エネルギー
究所
部新エネルギー課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/300691.pdf

000693

31.4.10 E007685

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（我が国のデータ産業を巡る事業環境等
に関する調査研究）報告書

みずほ情報総研株 商務情報政策局
式会社
総務課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000693.pdf

000695

31.4.10 E007684

平成２９年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（新興国市場開拓事業（インド：
IT・エレクトロニクスに係る日印政策対話））報告書

株式会社野村総合 商務情報政策局
研究所
総務課国際室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000695.pdf

000697

31.4.10 E007682

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（我が国技術を活用した新
興国都市機能のアップグレード検討事業）報告書

みずほ総合研究所 貿易経済協力局
株式会社
通商金融課

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000697.pdf

5 / 38 ページ

資源エネルギー庁
資源・燃料部石炭課

103.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000730.zip

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000731.pdf

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000753.pdf
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000698

31.4.10 E007681

デロイト トーマツ
平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（新興国における大規模都 ファイナンシャルア 貿易経済協力局
市開発主導に向けた事業モデルの検討）報告書
ドバイザリー合同 通商金融課
会社

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000698.pdf

000699

31.4.10 E007691

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（新興国における都市将来 株式会社日本総合 貿易経済協力局
予測に基づく、交通インフラ及び面的開発の可能性検討事業）報告書
研究所
通商金融課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000699.pdf

000700

31.4.10 E007680

資源エネルギー庁
平成２９年度石油精製に係る諸外国における技術動向・規制動向等の調査・分析事業（石油供給インフラ 株式会社篠塚研究
資源・燃料部石油精製備蓄
強じん化フォローアップ調査）報告書
所
課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000700.pdf

000704

31.4.10 E007679

平成２９年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（情報セキュリティ分野におけるサービス品質の認定 みずほ情報総研株 商務情報政策局
に関する調査）調査報告書
式会社
サイバーセキュリティ課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000704.pdf

000705

31.4.10 E007678

デロイト トーマツ リ
平成２９年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（サイバーセキュリティ対策に係るエコシステムの構
商務情報政策局
スクサービス株式
築に向けたセキュリティ人材の海外実態調査）報告書
サイバーセキュリティ課
会社

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000705.pdf

株式会社三菱総合 製造産業局
研究所
自動車課

ＨＰアドレス（データ）

000673

31.4.5 E007666 平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（今後の車体課税のあり方にかかる調査）調査報告書

000674

31.4.5 E007667

000675

平成２９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
31.4.5 E007668 作環境整備のためのネットワーク管理システム整備に係る調査研究）報告書（アニメのデジタル制作導入
ガイド〜アニメーションのデジタル制作のネットワーク管理システム構築のために〜）

000677

31.4.5 E007670

福島復興推進グループ
平成２９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需給等に関する調査）報告 株式会社価値総合
福島事業・なりわい再建支援
書
研究所
室

000680

31.4.5 E007671

平成２９年度新興国市場開拓事業（デジタル分野等を中心とした次世代貿易投資課題における制度調和
を通じた新興国市場開拓事業）調査報告書

000682

31.4.5 E007672

平成２９年度新興国市場開拓事業（【中国】日中サービス協力分野に関する調査及び政策対話）調査報告 株式会社日本経済 商務・サービスグループ
書
研究所
サービス政策課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000682.pdf

000683

31.4.5 E007673

三菱UFJリサーチ
平成２９年度ＥＵとの規制協力を推進するための調査（バイオ由来素材及びバイオプロセス等の利用促進
商務・サービスグループ
＆コンサルティング
に向けた欧州の規制動向や欧州産業界の対応状況・関連市場動向に関する調査）業務報告書
生物化学産業課
株式会社

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000683.pdf

000684

31.4.5 E007674

資源エネルギー庁
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（工場等判断基準及び荷主判断基準の在り方等に 株式会社野村総合
省エネルギー･新エネルギー
関する検討事業）報告書
研究所
部省エネルギー課

8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000684.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000684-1.zip

000662

31.4.2 E007661 平成２９年度製造基盤技術実態等調査（我が国製造業の変革に関する調査）報告書

000663

31.4.2 E007662

平成２９年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（産業サイバーセキュリティの確保に向けたセキュリ 株式会社日立製作 商務情報政策局
ティフレームワークに関する調査）報告書
所
サイバーセキュリティ課

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000663.pdf

000665

31.4.2 E007663

デロイト トーマツ コ
平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（シミュレーション技術を活
製造産業局
ンサルティング合
用した開発高度化、認証の実態調査）調査報告書
自動車課
同会社

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000665.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000665-1.zip

000667

31.4.2 E007664 平成２９年度補正諸外国における原産地証明書の電子申請に関する調査事業調査報告書（本編）

株式会社三菱総合 貿易経済協力局
研究所
貿易振興課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000667.pdf

000668

31.4.2 E007665 平成２９年度補正諸外国における原産地証明書の電子申請に関する調査事業調査報告書（資料編）

株式会社三菱総合 貿易経済協力局
研究所
貿易振興課

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000668.pdf

通商政策局
平成２９年度新興国市場開拓事業（【インド】対インド投資・貿易促進に関する政策対話及び投資促進ロー 株式会社野村総合
アジア大洋州課南西アジア
ドマップ作成に係る調査）報告書
研究所
室
一般社団法人日本 商務情報政策局
動画協会
コンテンツ産業課

株式会社野村総合 通商政策局
研究所,西村あさひ アジア太平洋地域協力推進
法律事務所
室

株式会社野村総合 製造産業局
研究所
総務課
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5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000673.pdf

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000674.pdf

8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000675.pdf

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000677.pdf

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000680.pdf

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000662.pdf
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000656

31.3.26 E007652

公益財団法人地球
平成２９年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（ＣＣＳ国際連携事業（ＣＣＳ関連国際
産業技術環境局
環境産業技術研究
機関等との連携事業））調査報告書
地球環境連携室
機構

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000656.pdf

000658

31.3.26 E007653

平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（日本の低炭素技術の国際競争力の現状 株式会社三菱総合 産業技術環境局
とパリ協定を契機とした海外展開支援の方策に係る調査事業）調査報告書
研究所
地球環境連携室

14.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000658.pdf

000659

31.3.26 E007654

公益財団法人国際
平成２９年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（地球環境技術国際普及促進事業）調
産業技術環境局
環境技術移転セン
査報告書
地球環境連携室
ター

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000659.pdf

000660

31.3.26 E007655

平成２９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・
株式会社博展
小規模事業者・商店街の取組事例に関する成果）報告書

000666

31.3.26 E007656 平成２９年度商業・サービス競争力強化連携支援事業（成果に関する調査及び普及）調査報告書

中小企業庁
株式会社野村総合
経営支援部技術・経営革新
研究所
課

000669

31.3.26 E007657 平成２９年度医療機器イノベーション産業創出促進調査報告書

株式会社イフジェ
イ

000671

31.3.26 E007658

平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（公共インフラ産業における競争力強化策の検討に向けたグ
製造産業局
株式会社富士経済
ローバルベンチマーク分析等調査）報告書
産業機械課

000672

31.3.26 E007659

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（プラント内における非防爆機器の安全な使用方法
に関する調査）報告書

000641

31.3.25 E007645

デロイト トーマツ コ
平成２９年度製造基盤技術実態等調査 （空の移動と物流の将来像に関する実態調査）最終報告書（概要
製造産業局
ンサルティング合
版）
産業機械課
同会社

000643

31.3.25 E007651 平成２９年度産業経済研究委託事業（プラットフォーマーを巡る法的論点に関する調査研究）報告書

000648

31.3.25 E007646

平成２９年度認定経営革新等支援機関に関する任意調査集計及びデータベース更新作業等業務（認定経 株式会社インテー 中小企業庁
営革新等支援機関に関する任意調査）報告書
ジリサーチ
経営支援部経営支援課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000648.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000648-1.zip

000651

31.3.25 E007647

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（日本の技術を通じた国際貢献の見 株式会社野村総合 産業技術環境局
える化事業）報告書
研究所
地球環境連携室

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/300651.pdf

000652

31.3.25 E007648

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（日本の技術を通じた国際貢献の見
える化事業）報告書（英文）
株式会社野村総合 産業技術環境局
Research of Infrastructure Preparation for Bilateral Credit Acquisition etc Projects of visualization of
研究所
地球環境連携室
International contribution through Japanese Technology

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000652.pdf

000654

31.3.25 E007649 平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（ＣＣＳ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

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000654.pdf

000655

31.3.25

平成２９年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業委託費（クリーン技術ビジネスネットワークプ
ログラム構築事業）調査報告書

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

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000655.pdf

000615

31.3.22 E007625

平成２９年度安全保障貿易管理対策事業（大学における研究分野と外為法リスト規制項目との関連度等
調査） 報告書

貿易経済協力局
株式会社三菱総合
貿易管理部安全保障貿易管
研究所
理課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000615.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000615-1.zip

000616

31.3.22 E007626

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（クレジットカードデータ利用に係るＡＰＩ連携促進に関す 株式会社ＮＴＴデー 商務・サービスグループ
る事業）「（１）クレジットカードデータ利用に係るAPI連携に係るガイドラインの策定」成果報告書
タ経営研究所
消費・流通政策課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000616.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000616-1.zip

000630

31.3.22 E007627

平成２９年度産業技術調査事業（企業のオープンイノベーション推進における人材マネジメントに関する調 株式会社野村総合 産業技術環境局
査）報告書
研究所
技術振興・大学連携推進課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000630.pdf

E7650

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新
課,商業課

内閣府
沖縄総合事務局経済産業部
企画振興課

国立研究開発法人
産業保安グループ
産業技術総合研究
保安課
所

株式会社ＮＴＴデー 経済産業政策局
タ経営研究所
競争環境整備室
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249.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000660.zip

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000666.pdf

16.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000669.pdf

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000671.pdf

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000672.pdf

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000641.pdf

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000643.pdf
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000631

31.3.22 E007628 平成２９年度化学物質安全対策（インベントリ関連調査）報告書

株式会社リベルタ 製造産業局
ス・コンサルティン 化学物質管理課オゾン層保
グ
護等推進室

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000631.pdf

000632

31.3.22 E007629 平成２９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

製造産業局
株式会社旭リサー
化学物質管理課オゾン層保
チセンター
護等推進室

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000632.pdf

000633

31.3.22 E007630

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２９年度石油産業体制等調査研究（ＬＮＧ市場の柔軟性向上に向けた課題及び対応策に関する調査
エネルギー経済研 資源・燃料部石油・天然ガス
等）報告書
究所
課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000633.pdf

000634

31.3.22 E007631

平成２９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に係るデータ調査事業）報告 株式会社帝国デー 地域経済産業グループ
書
タバンク
地域経済産業調査室

000635

31.3.22 E007632

福島復興推進グループ
平成２９年度地域経済産業活性化対策調査委託費（福島復興推進情報に係る海外向け情報発信・調査事 ＦｉｎｄＪａｐａｎ株式会
福島広報戦略・風評被害対
業）調査報告書
社
応室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000635.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000635-1.zip

000636

31.3.22 E007633

福島復興推進グループ
平成２９年度地域経済産業活性化対策調査委託費（福島県における風評被害対策の在り方等に関する調
凸版印刷株式会社 福島広報戦略・風評被害対
査研究事業）報告書
応室

8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000636.pdf

000637

31.3.22 E007634

石油コンビナート等
災害防止３省連絡
平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（石油コンビナートにおけるリスクアセスメントに関す
産業保安グループ
会議（総務省消防
る調査）リスクアセスメント良好事例集～効果的なリスクアセスメントの実施に向けて～
保安課
庁、厚生労働省、
経済産業省）

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000637.pdf

000638

31.3.22 E007635

デロイ トトーマツ コ
平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（産業保安に関する新興国におけるマーケット調査）
産業保安グループ
ンサルティング合
報告書
保安課
同会社

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000638.pdf

000639

31.3.22 E007636

平成２９年度皮革産業振興対策調査等（日本製革製履物の海外PR等のための海外見本市出展）事業実
施報告書

000642

31.3.22 E007637

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（石油鉱山等の保安対策における鉱山保安マネジメ みずほ情報総研株 産業保安グループ
ントシステム導入状況等調査）調査報告書
式会社
鉱山・火薬類監理官付

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000642.pdf

000644

31.3.22 E007638

一般財団法人日本
平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（温室効果ガス排出削
産業技術環境局
エネルギー経済研
減のための各国の長期戦略等に関する調査）報告書
環境経済室
究所

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000644.pdf

000645

31.3.22 E007639

平成２９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

000646

株式会社アサツー 製造産業局
ディ・ケイ
生活製品課

12.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000634.pdf

11.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000639.pdf

資源エネルギー庁
株式会社富士通総
資源・燃料部石油精製備蓄
研
課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000645.pdf

31.3.22 E007640 平成２９年度石油産業体制等調査研究（我が国の石油製品の長期需要見通しに関する調査）調査報告書

資源エネルギー庁
株式会社エイジア
資源・燃料部石油精製備蓄
ム研究所
課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000646.pdf

000649

31.3.22 E007641 平成２９年度認定経営革新等支援機関活動実態調査調査報告書

株式会社野村総合 中小企業庁
研究所
経営支援部経営支援課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000649.pdf

000650

31.3.22 E007642

平成２９年度製造基盤技術実態等調査（第四次産業革命下における製造現場の産業セキュリティ要件に
関する調査）報告書

株式会社三菱総合 製造産業局
研究所
総務課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/300650.pdf

000717

31.3.22 E007643

平成２９年度平常時及び緊急時における石油需給動向等調査（石油産業情報化推進調査） 石油統計速
報 資源・エネルギー統計月報（確報）

株式会社サーベイ 資源エネルギー庁
リサーチセンター 資源・燃料部政策課

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000717.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000717-1.zip
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000591

ＪＦＥエンジニアリン
グ株式会社,株式
会社オリエンタルコ
平成２９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（ミャンマー連邦共和国：ヤンゴン内
貿易経済協力局
31.3.18 E007604
ンサルタンツグ
環状道路建設プロジェクト調査）報告書
通商金融課
ローバル,首都高速
道路株式会社,丸
紅株式会社

14.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000591.pdf

000592

平成２９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（ミャンマー連邦共和国：ヤンゴン内
環状道路建設プロジェクト調査）報告書（英語版）
31.3.18 E007605 STUDY ON ECONOMIC PARTNERSHIP PROJECTS IN DEVELOPING COUNTRIES IN FISCAL YEAR
2017 STUDY ON YANGON INＮER RING ROAD CONSTRUCTION PROJECT IN THE REPUBLIC OF THE
UNION OF MYANMAR Final Report

ＪＦＥエンジニアリン
グ株式会社,株式
会社オリエンタルコ
貿易経済協力局
ンサルタンツグ
通商金融課
ローバル,首都高速
道路株式会社,丸
紅株式会社

13.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000592.pdf

000607

31.3.18 E007606

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（マスタープラン（海外開発
計画調査）作成事業（コートジボワール国電力セクターに係る情報収集・確認調査）現地調査報告書

独立行政法人国際 貿易経済協力局
協力機構
技術・人材協力課

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000607.pdf

000608

31.3.18 E007607

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（マスタープラン(海外開発
計画調査）作成事業（ケニア共和国ＧＤＣの地熱開発戦略更新支援プロジェクト））ファイナルレポート

独立行政法人国際
協力機構,西日本
貿易経済協力局
技術開発株式会
技術・人材協力課
社,三菱マテリアル
テクノ株式会社

000609

31.3.18 E007608

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（マスタープラン（海外開発
計画調査）作成事業（ペルー国中小企業振興に関する情報収集確認調査））最終報告書

独立行政法人国際
協力機構,有限責 貿易経済協力局
任監査法人トーマ 技術・人材協力課
ツ,株式会社パデコ

8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000609.pdf

000610

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（マスタープラン（海外開発
31.3.18 E007609 計画調査）作成事業（セネガル国ダカール首都圏電力セクターに係る情報収集・確認調査））ファイナルレ
ポート

独立行政法人国際
協力機構,八千代 貿易経済協力局
エンジニヤリング 技術・人材協力課
株式会社

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000610.pdf

000611

31.3.18 E007610

株式会社日刊工業
東北経済産業局
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（東北地域における分散型エネルギーシステ 新聞社,株式会社
資源エネルギー環境部エネ
ム等導入可能性調査）調査報告書
日本能率協会コン
ルギー対策課
サルティング

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000611.pdf

000612

31.3.18 E007611

平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（地域未来投資促進法の執行状況等に関する調査事 富士ゼロックス株
業）調査報告書
式会社

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000612.pdf

000613

31.3.18 E007612

平成２９年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（海外の非鉄製錬業界における「水銀に関する水 ＪＦＥテクノリサーチ 資源エネルギー庁
俣条約」への対応状況等調査）報告書
株式会社
資源・燃料部鉱物資源課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000613.pdf

000618

31.3.18 E007613

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（購買履歴データの流通及び利活用に関する調査）調査 大日本印刷株式会 商務・サービスグループ
報告書
社
消費・流通政策課

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000618.pdf

000621

31.3.18 E007614

平成２９年度産学連携サービス経営人材育成事業（食分野の高度専門人材育成に向けた基礎調査）報告 学校法人中村学園 商務・サービスグループ
書
大学
サービス政策課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000621.pdf

000622

31.3.18 E007615

平成２９年度産学連携サービス経営人材育成事業（プログラム開発の強化・効率化、サービス経営人材育 株式会社ＪＴＢ総合 商務・サービスグループ
成に関する横展開及び効果検証等調査業務）調査報告書
研究所
サービス政策課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000622.pdf

000623

31.3.18 E007616

平成２９年度中小サービス産業実態・対策調査（民間データによる地域経済社会動向に関する統計作成に 株式会社アドイン
向けた実証調査）報告書
テ

商務・サービスグループ
サービス政策課

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000623.pdf

000624

31.3.18 E007617 平成２９年度中小サービス産業実態・対策調査（産業別生産性の計測に関する調査）報告書

株式会社三菱総合 商務・サービスグループ
研究所
サービス政策課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000624.pdf
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000625

31.3.18 E007618

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 （サービス産業の高付加価値化に向けた 株式会社野村総合 商務・サービスグループ
外部環境整備・ 規制改革に関する基礎的調査） 報告書
研究所
サービス政策課

000626

31.3.18 E007619

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（再生可能エネルギー熱利用の導入拡大方
策の調査）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 省エネルギー・新エネルギー
株式会社
部新エネルギー課

24.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000626.pdf

000627

31.3.18 E007620

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（中小水力発電に係る未開発地点の開発促
進に向けた調査）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

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000627.pdf

000628

31.3.18 E007621

資源エネルギー庁
平成２９年度石油産業体制等調査研究（本邦周辺における石油・天然ガス開発の促進に向けた地質構造 株式会社三菱総合
資源・燃料部石油・天然ガス
情報の情報公開制度、鉱区入札制度及び参入支援制度の在り方に関する調査）調査報告書
研究所
課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000628.pdf

000629

31.3.18 E007622

平成２９年度化学物質安全対策（新規化学物質申出における構造を表すコードの記載のあり方に関する
調査）報告書

製造産業局
みずほ情報総研株
化学物質管理課化学物質安
式会社
全室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000629.pdf

000593

株式会社キューデ
ン・インターナショ
平成２９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（ベトナム：フーミーＬＮＧ火力発電プ
貿易経済協力局
31.3.11 E007589
ナル,双日株式会
通商金融課
ロジェクト実施可能性調査）報告書
社,イー・アール・エ
ム日本株式会社

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000593.pdf

000594

株式会社キューデ
平成２９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（ベトナム：フーミーＬＮＧ火力発電プ
ン・インターナショ
ロジェクト実施可能性調査）報告書（英語版）
貿易経済協力局
31.3.11 E007590
ナル,双日株式会
FY2017 Project to Promote Overseas Sales of Quality Energy Infrastructure Systems Investigation
通商金融課
社,イー・アール・エ
Report on the Feasibility Vietnam Phu My LNG Thermal Power Generation Project
ム日本株式会社

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000594.pdf

000596

31.3.11 E007591

一般財団法人エネ 資源エネルギー庁
平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（海外諸国における廃止措置の技術等の動向調査）報告
ルギー総合工学研 電力・ガス事業部原子力政策
書
究所
課

000598

31.3.11 E007592

平成２９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 株式会社三菱総合 産業技術環境局
査）報告書
研究所
リサイクル推進課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000598.pdf

000599

31.3.11 E007593

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（低炭素技術・製品の普及可能性調
査及びＭＲＶ等に関する人材育成事業）報告書

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
地球環境連携室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000599.pdf

000600

31.3.11 E007594

平成２９年度新興国市場開拓事業（【ベトナム等】食品加工産業発展に向けた政策対話事業（ベトナム等
食品加工産業発展に向けた調査））報告書（概要版）

独立行政法人日本 通商政策局
貿易振興機構
アジア大洋州課

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000600.pdf

000601

31.3.11 E007595

平成２９年度新興国市場開拓事業（【ベトナム等】食品加工産業発展に向けた政策対話事業（ベトナム等
食品加工産業発展に向けた調査））報告書

独立行政法人日本 通商政策局
貿易振興機構
アジア大洋州課

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000601.pdf

000602

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可
31.3.11 E007596 能性調査（タイ王国における高効率カーエアコン普及促進によるJCMプロジェクト実現可能性調査））報告
書

産業技術環境局
地球環境連携室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000602.pdf

000603

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可
能性調査（タイ王国における高効率カーエアコン普及促進によるJCMプロジェクト実現可能性調査））報告
書（英語版）
産業技術環境局
31.3.11 E007597
株式会社デンソー
Infrastructure Development Investigation Project 2017 for Credit Acquisition between the Two Countries
地球環境連携室
(International Contribution Quantification and JCM Feasibility Investigation) Investigation of the JCM
Project Feasibility by Promoting the Spread of High-Efficiency Mobile Air Conditioners in Thailand

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000603.pdf

000605

31.3.11 E007598

株式会社デンソー

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動走行や電動化等環 株式会社三菱総合 製造産業局
境変化における自動車の役割及び今後の政策支援の在り方等に係る調査）調査報告書
研究所
自動車課
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ＨＰアドレス（データ）

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000625.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000625-1.zip

14.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000596.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000596-1.zip

9.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000605.pdf
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000606

31.3.11 E007599

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（マスタープラン（海外開発
計画調査）作成事業（開発調査等実施済案件現状調査））報告書

独立行政法人国際
協力機構,株式会 貿易経済協力局
社国際開発セン
技術・人材協力課
ター

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000606.pdf

000580

31.3.7 E007575

平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ－クレジット活用促
進支援（Ｊ－クレジット制度運営等業務））報告書

みずほ情報総研株 産業技術環境局
式会社
環境経済室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000580.pdf

000581

31.3.7 E007576

平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ－クレジット活用促
進支援（Ｊ－クレジット活用促進支援委託業務））報告書

みずほ情報総研株 産業技術環境局
式会社
環境経済室

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000581.pdf

000582

31.3.7 E007577

デロイト トーマツ コ
平成２９年度石油産業体制等調査研究（我が国の自動車部門におけるエネルギー供給構造等の在り方に
資源エネルギー庁
ンサルティング合
関する調査）調査報告書
資源・燃料部政策課
同会社

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000582.pdf

000583

31.3.7 E007578

平成２９年度石油等の安定供給確保に関する調査（我が国の燃料政策におけるバイオ燃料等のあり方に 株式会社日本総合 資源エネルギー庁
関する調査）報告書
研究所
資源・燃料部政策課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000583.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000583-1.zip

000584

31.3.7 E007579

平成２９年度高度な自動走行システム社会実装に向けた研究開発・実証事業（インド：自動走行と電気自
動車関連政策に関する調査）調査報告書

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000584.pdf

000585

31.3.7 E007580 平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（地熱発電の推進に関する調査）報告書

000586

31.3.7 E007581

資源エネルギー庁
平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（サウジ 株式会社野村総合
省エネルギー・新エネルギー
アラビアにおける省エネ制度確立・普及支援事業）調査報告書
研究所
部政策課国際室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000586.pdf

000587

31.3.7 E007582

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（インド
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
ネシアの省エネルギー・再生可能エネルギー推進策検討事業）報告書
究所
部政策課国際室

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000587.pdf

000588

31.3.7 E007583 平成２９年度国際博覧会政府出展事業（２０２５年国際博覧会の開催等に関する調査等）報告書

株式会社電通

000589

31.3.7 E007584 平成２９年度発電所の環境影響評価審査に係る調査委託費（環境影響評価審査の検証）報告書

一般社団法人日本
産業保安グループ
環境アセスメント協
電力安全課
会

000573

31.3.5 E007571

000574

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可
31.3.5 E007574 能性調査（インドネシア･ロンボク島における複数のマイクロ水力発電案件に対する一括納入請負事業（Ｅ 株式会社長大
ＰＣ）と資金調達（Ｆｉｎａｎｃｅ）の事業性調査））報告書

産業技術環境局
地球環境連携室

13.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000574.pdf

000576

31.3.5 E007572

平成２９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（戦略的案件形成を念頭におい
た国別戦略策定調査）委託調査報告書

貿易経済協力局
通商金融課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000576.pdf

000579

31.3.5 E007573

平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（個人向け補助事業に 一般社団法人低炭 産業技術環境局
係るプログラム型プロジェクトの運営・管理）調査報告書
素投資促進機構 環境経済室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000579.pdf

000566

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びJCM実現可能 株式会社Ｌｏｏｏｐ,
産業技術環境局
31.3.1 E007561 性調査（ケニア共和国・キツイ郡における蓄電池併設型メガソーラー発電所建設による再生可能エネル
マイクライメイトジャ
地球環境連携室
ギー化によるＪＣＭプロジェクト実現可能性調査））調査報告書
パン株式会社

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000566.pdf

000567

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可
能性調査（ケニア共和国・キツイ郡における蓄電池併設型メガソーラー発電所建設による再生可能エネル
ギー化によるＪＣＭプロジェクト実現可能性調査））調査報告書（英文）
株式会社Ｌｏｏｏｐ,
産業技術環境局
31.3.1 E007562 Feasibility Study Project of Infrastructure Construction for Obtaining Joint Crediting in FY2017
マイクライメイトジャ
地球環境連携室
(International Contribution Quantification and Feasibility Study Project for the JCM) JCM(Joint Crediting パン株式会社
Mechanism) Feasibility Study on Renewable Energy Creation in Kitui County, Kenya with Installation of
Mega Solar System and Storage Battery Feasibility Study Report

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000567.pdf

株式会社アイ・
ビー・ティ

製造産業局
自動車課

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

商務・サービスグループ
博覧会推進室

一般財団法人日本
平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（低炭素型共同イノベーション促進対
産業技術環境局
エネルギー経済研
話及び削減貢献量の定量化に向けた基礎調査事業）報告書
地球環境連携室
究所

ＰｗＣアドバイザ
リー合同会社
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8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000585.pdf

835.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000588.zip

10.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000589.pdf

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000573.pdf
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000568

31.3.1 E007563

平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査事業（多核種除去設備等処理水の処分技術等に関する
調査研究）調査報告書

000569

31.3.1 E007564

資源エネルギー庁
平成２９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・ みずほ情報総研株
電力・ガス事業部電力基盤整
分析等業務）報告書
式会社
備課

000570

31.3.1 E007565

平成２９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
（我が国が締結した経済連携協定の効果に関する調査及び分析））報告書

アクセンチュア株
式会社

通商政策局
企画調査室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000570.pdf

000571

31.3.1 E007566

平成２９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
（我が国の間接輸出に関するアンケート調査））報告書

株式会社東京商工 通商政策局
リサーチ
企画調査室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000571.pdf

000572

31.3.1 E007567

資源エネルギー庁
平成２９年度国内石油天然ガスに係る地質調査・メタンハイドレートの研究開発等事業（メタンハイドレート みずほ情報総研株
資源・燃料部石油・天然ガス
の今後の研究開発のあり方に関する検討）報告書
式会社
課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000572.pdf

000575

31.3.1 E007568

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（欧米等各国のアフリカ地
域における支援及び案件形成調査）報告書

株式会社野村総合 貿易経済協力局
研究所
通商金融課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000575.pdf

000577

31.3.1 E007569 平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（室内空気中化学物質に関する調査）報告書

株式会社住化分析 製造産業局
センター
生活製品課

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000577.pdf

000578

31.3.1 E007570

000511

31.2.25 E007554

平成２９年度九州地域ものづくり中小企業事業化支援事業（技術開発戦略策定（Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０時代におけ
る九州ヘルスケア産業の展望））成果報告書

公益財団法人九州 九州経済産業局
経済調査協会
地域経済部新産業戦略課

26.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000511.pdf

000560

31.2.25 E007555

平成２９年度石油産業体制等調査研究（国際原油市場を取り巻く環境と価格形成に影響を与える諸要因
に関する調査）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・燃料部政策課
株式会社

44.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000560.pdf

000561

31.2.25 E007556

平成２９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）報告書

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
部新エネルギー課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000561.pdf

000562

31.2.25 E007557

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（我が国の再生可能エネルギー産業の海外
展開に関する調査）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

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000562.pdf

000563

31.2.25 E007558

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（パリ協定の下での排出削減クレジッ 株式会社エヌ・
ト等データ管理の在り方に関する調査研究）調査報告書
ティ・ティ・データ

産業技術環境局
地球環境連携室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000563.pdf

000564

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びJCM実現可能
日本環境設計株式 産業技術環境局
31.2.25 E007559 性調査（インドネシアにおけるポリエステル・リサイクル事業による国際貢献定量化及びJCM実現可能性調
会社
地球環境連携室
査））調査報告書

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000564.pdf

000565

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びJCM実現可能
性調査（インドネシアにおけるポリエステル・リサイクル事業による国際貢献定量化及びJCM実現可能性調
査））調査報告書（英文）
日本環境設計株式 産業技術環境局
31.2.25 E007560
Quantification of International Contribution and Feasibility Study Project for the JCM (FY2017)
会社
地球環境連携室
Quantification of International Contribution and Feasibility Study Project for the JCM on Polyester
Recycling Business in Indonesia

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000565.pdf

000287

31.2.20 E007551

平成２９年度産業経済研究委託事業（マクロ経済モデルを用いた政策効果の定量的推計に関する調査）
報告書

三菱UFJリサーチ
経済産業政策局
＆コンサルティング
産業構造課
株式会社

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000287.pdf

000289

31.2.20 E007552

平成２９年度産業経済研究委託事業（高齢化社会の進展と地域経済・社会における課題に関する調査研 みずほ情報総研株 経済産業政策局
究）報告書
式会社
産業構造課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000289.pdf

平成２９年度アジア産業基盤強化等事業（東アフリカへの我が国企業の事業展開有望分野に関する調査） 株式会社野村総合 貿易経済協力局
最終報告書
研究所
技術・人材協力課
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ＨＰアドレス（データ）

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000568.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000568-1.zip
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平成２９年度ＥＵとの規制協力を推進するための調査 （デジタル分野に関する日ＥＵ規制協力可能性の調
通商政策局
日本機械輸出組合
査）報告書
欧州課
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000558

31.2.20 E007553

000554

31.2.13 E007548 平成２９年度休廃止鉱山における地下水制御・管理対策の調査研究事業報告書

独立行政法人石油
産業保安グループ
天然ガス・金属鉱
鉱山・火薬類監理官付
物資源機構

37.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000554.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000554-1.zip

000555

31.2.13 E007549 平成２９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 産業保安グループ
ム株式会社
鉱山・火薬類監理官付

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000555.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000555-1.zip

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000558.pdf

資源エネルギー庁
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（国際エネルギースタープログラム実施事業）報告 株式会社ピーツー
省エネルギー・新エネルギー
書
カンパニー
部省エネルギー課

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000534.pdf

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

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000535.pdf

31.2.4 E007533

資源エネルギー庁
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（自動車単体対策に係る調査検討事業）調査報告 一般財団法人日本
省エネルギー・新エネルギー
書
自動車研究所
部省エネルギー課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000536.pdf

000537

31.2.4 E007534

エム・アール・アイ 資源エネルギー庁
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（特定エネルギー消費機器における現状分析調査
リサーチアソシエイ 省エネルギー・新エネルギー
事業）報告書
ツ株式会社
部省エネルギー課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000537.pdf

000504

31.1.29 E007527

平成２９年度アジア産業基盤強化等事業（ミャンマーにおける裾野産業育成及び産業人材育成に関する
課題と解決の方向性に関する調査） 調査報告書

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000504.pdf

000549

31.1.29 E007528

公益財団法人地球
平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（長期的な温室効果ガ
産業技術環境局
環境産業技術研究
ス排出削減に向けた貢献量分析に関する調査）調査報告書
環境経済室
機構

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000549.pdf

000550

31.1.29 E007529

平成２９年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（環境負荷削減の「見える化」に関する検討事 みずほ情報総研株 産業技術環境局
業）報告書
式会社
環境経済室

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000550.pdf

000499

31.1.25 E007526

平成２９年度新興国市場開拓事業（第４次産業革命分野におけるサウジアラビアと日本の協力可能性に
関する調査事業）最終報告書

株式会社みずほ銀 通商政策局
行
中東アフリカ課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000499.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000499-1.zip

000543

31.1.18 E007524

平成２９年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（日本・イスラエルビジネス連携
強化に向けた実態調査）イスラエル企業連携調査成果報告書

独立行政法人日本 通商政策局
貿易振興機構
中東アフリカ課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000543.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000543-1.zip

000544

31.1.18 E007525

平成２９年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（日本・イスラエルビジネス連携
強化に向けた実態調査）アラブボイコット調査成果報告書

独立行政法人日本 通商政策局
貿易振興機構
中東アフリカ課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000544.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000544-1.zip

000527

31.1.9 E007518

平成２９年度原子力発電施設広聴・広報等事業（原子力発電施設立地地域振興のための基礎情報収集
及び地域経済分析に係る調査）調査報告書

資源エネルギー庁
エム・アール・アイ
電力・ガス事業部原子力立
リサーチアソシエイ
地・核燃料サイクル産業課原
ツ株式会社
子力立地政策室

000530

31.1.9 E007519

一般社団法人日本
平成２９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
産業技術環境局
計量機器工業連合
る国際標準化）報告書
計量行政室
会

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000530.pdf

000531

31.1.9 E007520

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（エネルギーイン 株式会社三菱総合 貿易経済協力局
フラ投資に係る競合企業等調査）報告書
研究所
貿易管理部貿易管理課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000531.pdf

000529

30.12.28 E007515

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（地域連携によるベトナム南 株式会社日本総合 中国経済産業局
部への水産インフラ導入）調査報告書
研究所
産業部国際課

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000529.pdf

000521

30.12.27 E007514 平成２９年度産業経済研究委託事業（ベンチャー施策に係る成果指標に関する調査）報告書

000534

31.2.4 E007531

000535

31.2.4 E007532 平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（機器の省エネルギー性能表示実施事業）報告書

000536

一般財団法人海外 通商政策局
産業人材育成協会 アジア大洋州課

株式会社三菱総合 経済産業政策局
研究所
新規産業室
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36.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000527.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000527-1.zip
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平成２９年度新興国市場開拓事業（【日中韓】スポーツ産業等に関する日中韓連携事業の実現に向けた調
株式会社博報堂
査及び政策対話）調査報告書

担当課室名

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）
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商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000490.pdf

貿易経済協力局
技術・人材協力課

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000508.pdf

000490

30.12.17 E007510

000508

30.12.17 E007511 平成２９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

株式会社パソナ

000509

30.12.17 E007512 平成２９年度戦略的基盤技術高度化支援事業に係る評価支援業務調査報告書

株式会社地域計画 九州経済産業局
建築研究所
地域経済部産業技術課

000496

30.12.14 E007509

デロイト トーマツ コ
平成２９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）調査
製造産業局
ンサルティング合
報告書
自動車課
同会社

000505

30.12.11 E007506

平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（トップランナー制度の見直しに向けた調査等）報
告書

000502

30.12.7 E007504

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（産業界・地域と連携した消費需要喚起事業推進に向け
株式会社博報堂
た効果測定事業）事業報告書

000503

30.12.7 E007505

平成２９年度原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のための技術開発事業（原子力研究開発の枠
組み調査）報告書

000498

30.12.4 E007501

平成２９年度国際エネルギー情勢調査（サウジアラビアにおけるエネルギー分野に係るプロジェクト型「Ｅｎ 株式会社野村総合 通商政策局
ａｂｌｅｒ Ｓｈｏｗｃａｓｅ Ｚｏｎｅ」設置に向けた調査）報告書
研究所
中東アフリカ課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000498.pdf

000500

30.12.4 E007502

平成２９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（サウジアラビアにおけるプロジェ 株式会社野村総合 通商政策局
クト型「Ｅｎａｂｌｅｒ Ｓｈｏｗｃａｓｅ Ｚｏｎｅ」設置に向けた制度構築支援）報告書
研究所
中東アフリカ課

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000500.pdf

000497

30.12.3 E007500 平成２９年度新興国市場開拓事業（ＡＳＥＡＮ各国のサービス生産性向上における課題等調査）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
部省エネルギー課
商務・サービスグループ
消費・流通政策課

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

株式会社野村総合 商務・サービスグループ
研究所
サービス政策課
商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

ＨＰアドレス（データ）

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000509.pdf

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000496.pdf

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000505.pdf

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000502.pdf

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000503.pdf

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000497.pdf

000478

30.11.30 E007496

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（国際イベント等を通じた我が国の魅力発信の効用増大
株式会社電通
に向けた基礎調査）調査報告書

000492

30.11.30 E007497

特定非営利活動法
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査（中堅・中小企業向けＩｏＴツール・レシピ情報取りまとめ
製造産業局
人ＩＴコーディネータ
調査）調査報告書
ものづくり政策審議室
協会

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000492.pdf

000493

30.11.30 E007498

デロイト トーマツ コ
平成２９年度製造基盤技術実態等調査（製造業における”Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ”の推進による付加価
製造産業局
ンサルティング合
値の創出・最大化に関する調査）調査報告書
ものづくり政策審議室
同会社

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000493.pdf

000494

30.11.30 E007499

平成２９年度製造基盤技術実態等調査（Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓの国際展開に向けたタイ及びＡＳＥＡＮ
各国における調査事業）調査報告書

株式会社野村総合 製造産業局
研究所
ものづくり政策審議室

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000494.pdf

000248

30.11.15 E007485

平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（イン
ド・系統安定化に関する専門家会議にかかる事業調査）報告書

資源エネルギー庁
PwCアドバイザリー
省エネルギー・新エネルギー
合同会社
部政策課国際室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000248.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000248-1.zip

000475

30.11.15 E007488

平成２９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プレ
株式会社電通
ゼンテーション戦略課題等に関する調査等）調査報告書

商務・サービスグループ
博覧会推進室

57.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000475.pdf

000476

30.11.15 E007486

平成２９年度コンテンツ産業新展開強化事業（国際博覧会における日本コンテンツ関連産業技術等の発信
株式会社電通
事業）調査報告書

商務・サービスグループ
博覧会推進室

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000476.pdf

000479

30.11.15 E007487 平成２９年度九州地域技術シーズ集２０１７作成事業 九州地域技術シーズ集２０１８

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

18.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000479.pdf
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000102

国立研究開発法人
製造産業局
30.11.9 E007480 平成２９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 産業技術総合研究
化学物質管理課
所

000460

30.11.9 E007481 平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（核燃料サイクル技術等調査）報告書

000461

30.11.9 E007482

平成２９年度製造基盤技術実態等調査（重要技術管理の認証に関する調査）「製造産業における重要技
術の情報の適切な管理に関する基準となる考え方の指針（ガイドライン）」に係る調査報告書

一般財団法人日本 製造産業局
品質保証機構
製造産業技術戦略室

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000461.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000461-1.zip

000470

30.11.9 E007483

平成２９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）[対象期
間：２００９～２０２２年]調査報告書

エム・アール・アイ
製造産業局
リサーチアソシエイ
素材産業課
ツ株式会社

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000470.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000470-1.zip

000378

30.11.7 E007475

平成２９年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（鉱物資源基盤整備調査事業（鉱物資源の供給
安定性評価調査））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・燃料部鉱物資源課
株式会社

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000378.pdf

000446

平成２９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
製造産業局
株式会社環境計画
30.11.5 E007464 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
化学物質管理課化学物質リ
研究所
推計手法＞
スク評価室

000448

30.11.5 E007465

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動走行が活用されうる 有限責任 あずさ監 製造産業局
モビリティサービスの海外動向・国内事業性の調査）報告書
査法人
自動車課

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000448.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000448-1.zip

000457

30.11.5 E007466

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（系統制約・競争環境下における原子力利用に係る調査・
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
研究）報告書
究所
課

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000457.pdf

国立研究開発法人 資源エネルギー庁
日本原子力研究開 電力・ガス事業部原子力立
発機構
地・核燃料サイクル産業課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000102.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000102-1.zip

37.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000460.pdf

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000446.pdf

000207

30.10.30 E007463 平成２９年度電子経済産業省構築事業（オープンガバメントの実現に関する調査研究）報告書

ソフトバンク・テクノ 商務情報政策局
ロジー株式会社
総務課情報プロジェクト室

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000207.pdf

000443

30.10.25 E007455 平成２９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

製造産業局
一般財団法人化学
化学物質管理課化学物質リ
物質評価研究機構
スク評価室

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000443.pdf

000444

30.10.25 E007456

製造産業局
平成２９年度化学物質安全対策（化管法指定化学物質候補物質のGHS分類案の精査に関する調査）報告 一般財団法人化学
化学物質管理課化学物質リ
書
物質評価研究機構
スク評価室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000444.pdf

000445

30.10.25 E007457

製造産業局
平成２９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 株式会社環境計画
化学物質管理課化学物質リ
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＞
研究所
スク評価室

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000445.pdf

000200

30.10.23 E007451

平成２９年度地球温暖化問題等対策調査（気候変動をめぐる投資・金融の動向を踏まえた企業活動に関
する調査事業）調査報告書

000234

30.10.23 E007450 平成２９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

000235

30.10.23 E007449

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９年度製造基盤技術実態等調査（製造業の現場力維持・向上に向けた人手不足対策・人材育成等
製造産業局
＆コンサルティング
に関する調査）報告書
ものづくり政策審議室
株式会社

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000235.pdf

000236

30.10.23 E007448

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９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

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000236.pdf

000893

30.10.23 E007423 平成２９年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（電気設備技術基準国際化調査）報告書

デロイト トーマツ コ
産業技術環境局
ンサルティング合
環境経済室
同会社

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000200.pdf

株式会社価値総合 製造産業局
研究所
ものづくり政策審議室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000234.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000234-1.zip

一般社団法人日本 産業保安グループ
電気協会
電力安全課
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11.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000893.pdf
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000894

30.10.23 E007447

000449

30.10.19 E007422 平成２９年度地域経済産業活性化対策調査事業（北海道発未来産業創出可能性調査）委託調査報告書

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

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000449.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000449-1.zip

000438

30.10.15 E007419 平成２９年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）活用促進事業報告書

株式会社北海道二
北海道経済産業局
十一世紀総合研究
地域経済部産業技術課
所

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000438.pdf

000441

30.10.15 E007420 平成２９年度化学物質安全対策（指定化学物質の選定方法等に関する調査）報告書

製造産業局
株式会社野村総合
化学物質管理課化学物質リ
研究所
スク評価室

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000441.pdf

000442

30.10.15 E007421 平成２９年度化学物質安全対策（化管法施行状況に関する調査）報告書

製造産業局
株式会社環境計画
化学物質管理課化学物質リ
研究所
スク評価室

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000442.pdf

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000439.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000439-1.zip

18.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000894.pdf

000439

30.10.5 E007446 平成２９年度大学を軸にした冬季スポーツによる地域経済活性化のための基礎調査報告書

株式会社北海道二
北海道経済産業局
十一世紀総合研究
地域経済部産業技術課
所

000430

30.10.4 E007440 平成２９年度安全保障貿易管理対策事業（安全保障上重要な技術に関する生産基盤等実態調査）報告書

株式会社三菱総合 製造産業局
研究所
製造産業技術戦略室

41.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000430.pdf

000431

30.10.4 E007441

平成２９年度製造基盤技術実態等調査報告書（我が国の重要技術の産業競争力分析に必要な基礎情報 株式会社矢野経済 製造産業局
調査）報告書
研究所
製造産業技術戦略室

31.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000431.pdf

000432

30.10.4 E007442

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９年度製造基盤技術実態等調査（調査員を活用した重要技術に関する技術動向調査スキームの検
製造産業局
＆コンサルティング
討調査）報告書
製造産業技術戦略室
株式会社

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000432.pdf

000435

30.10.4 E007443

平成２９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））に関する報告書

貿易経済協力局
株式会社アイ・アー
貿易管理部安全保障貿易管
ルジャパン
理政策課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000435.pdf

000436

30.10.4 E007444

貿易経済協力局
平成２９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 ホワイト＆ケースＬ
貿易管理部安全保障貿易管
動向調査））報告書
ＬＰ
理政策課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000436.pdf

000437

30.10.4 E007445 平成２９年度化学物質安全対策（事業者におけるリスク管理促進支援のための調査）報告書

製造産業局
みずほ情報総研株
化学物質管理課化学物質リ
式会社
スク評価室

30.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000437.pdf

000420

30.9.28 E007434

公益財団法人地球
平成２９年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（地球温暖化対策技術の分析・評価に関する
産業技術環境局
環境産業技術研究
国際連携事業）成果報告書
地球環境対策室
機構

26.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000420.pdf

000421

30.9.28 E007435

平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（地球温暖化問題を巡る国際動向調査
（温暖化抑制に係る取り組み指針の科学的根拠について））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
地球環境対策室
機構

33.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000421.pdf

000422

30.9.28 E007436

平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（アジア・中東諸国の気候変動政策に関
する調査・分析）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
地球環境対策室
究所

000426

30.9.28 E007437

平成２９年度中小企業等支援人材育成事業（中心市街地・地域経済活性化のための事例・情報等収集・
分析等事業）報告書

株式会社三菱総合 地域経済産業グループ
研究所
中心市街地活性化室

000427

30.9.28 E007438

平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（水ビジネス海外展開と動向把握の方策に関する調査）報告
書

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

16 / 38 ページ

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000422.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000422-1.zip

12.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000426.pdf

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000427.pdf
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000429

30.9.28 E007439

一般財団法人日本
平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（温室効果ガス排出削
産業技術環境局
エネルギー経済研
減のためのカーボンプライシング等の政策手法に関する調査）報告書
環境経済室
究所

10.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000429.pdf

000404

30.9.19 E007427

平成２９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 株式会社三菱総合 商務情報政策局
の在るべきルールに関する調査研究）報告書
研究所
情報経済課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000404.pdf

000013

30.9.14 E007425

平成２９年度アジア産業基盤強化等事業（ＡＳＥＡＮにおけるデジタルエコノミーにかかる政策動向調査）最
通商政策局
株式会社大和総研
終報告書
アジア大洋州課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000013-1.zip

000014

30.9.14 E007426 平成２９年度アジア産業基盤強化等事業（日ＡＳＥＡＮスタートアップ事業環境調査）報告書

000141

30.9.13 E007424

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（ＡＩを活用した製品事故情報の分析業務の高度化に関
株式会社チェンジ
する調査）調査報告書

000405

30.9.11 E007415

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ボランティアを通じた共助社会の確立に 株式会社野村総合 商務・サービスグループ
係る調査研究）報告書
研究所
クールジャパン政策課

000406

30.9.11 E007416 平成２９年度産業経済研究委託事業（企業の地方税負担に関する調査）報告書

000407

30.9.11 E007417

000418

30.9.11 E007418 平成２９年度化学物質安全対策（ＯＰＣＷ化学分析データ評価等）報告書

株式会社野村総合 通商政策局
研究所
アジア大洋州課
産業保安グループ
製品安全課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000014.pdf

17.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000141.pdf

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000405.pdf

株式会社野村総合 経済産業政策局
研究所
企業行動課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000406.pdf

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９年度産業経済研究委託事業（法人税改革の影響及び諸外国の税制改正動向に関する調査）報告
経済産業政策局
＆コンサルティング
書
企業行動課
株式会社

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000407.pdf

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

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000418.pdf

株式会社東京商工 東北経済産業局
リサーチ東北支社 総務企画部総務課企画室

22.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000408.pdf

000408

30.9.7 E007411

平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査委託事業（東北管内における地域経済牽引事業に関する
調査）報告書

000409

30.9.7 E007412

関東経済産業局
平成２９年度地域経済産業活性化対策調査事業（自動車の電動化を見据えた産業構造の変化への対応 株式会社矢野経済 資源エネルギー環境部資源
と広域関東圏における地域企業参入可能性に関する調査）調査報告書
研究所
エネルギー環境課地域エネ
ルギー振興室

000410

30.9.7 E007405 平成２９年度関西のサービス業の生産性・付加価値向上に関する調査報告書

000411

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000409.pdf

一般財団法人関西 近畿経済産業局
情報センター
産業部サービス産業室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000410.pdf

30.9.7 E007413

平成２９年度関西のサービス業の生産性・付加価値向上に関する調査：生産性向上に効くＩＴサービス事例 一般財団法人関西 近畿経済産業局
集
情報センター
産業部サービス産業室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000411.pdf

000412

30.9.7 E007406

平成２９年度サイクリング・ツーリズムを中心とした新たな観光関連産業創出に向けた調査事業報告書（概 株式会社エブリプ
要版）
ラン

中国経済産業局
産業部流通・サービス産業課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000412.pdf

000413

30.9.7 E007407 平成２９年度サイクリング・ツーリズムを中心とした新たな観光関連産業創出に向けた調査事業報告書

株式会社エブリプ
ラン

中国経済産業局
産業部流通・サービス産業課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000413.pdf

000414

30.9.7 E007414

000415

30.9.7 E007408 平成２９年度九州地域の主要製造業におけるＢＣＰの取組に関する調査報告書（概要版）

公益財団法人地方 九州経済産業局
経済総合研究所 地域経済部企業支援課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000415.pdf

000416

30.9.7 E007409 平成２９年度九州地域の主要製造業におけるＢＣＰの取組に関する調査報告書

公益財団法人地方 九州経済産業局
経済総合研究所 地域経済部企業支援課

8.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000416.pdf

000417

30.9.7 E007410 平成２９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報告書

アビームコンサル
ティング株式会社

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000417.pdf

平成２９年度地域資源を活用したインバウンド観光客の取り込みによる地域経済活性化の仕組みづくりに 株式会社矢野経済 四国経済産業局
向けた調査報告書
研究所
総務企画部企画課

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部企画振興課
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000072

30.9.6 E007400

平成２９年度国際博覧会政府出展事業（ドバイ国際博覧会に係る事前調査及び基本計画策定業務）事前 株式会社アサツー 商務・サービスグループ
調査報告書（Ｕ.Ａ.Ｅ.における概況調査等）
ディ・ケイ
博覧会推進室

000271

30.9.6 E007401

平成２９年度新興国市場開拓事業（インドネシアにおける日系企業の企業活動に影響を及ぼす政策課題
に関わる調査）最終報告書

000389

30.9.6 E007402 平成２９年度産業経済研究委託事業（イノベーション経営の実現に関する調査研究）報告書

000400

30.9.6 E007403

平成２９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・支援及びアジア地域
条約締約国への国際協力実施の企画・支援等事業）調査報告書

000403

30.9.6 E007404

平成２９年度製造基盤技術実態等調査（中国製造業の実態を踏まえた我が国製造業の産業競争力調査） 株式会社エイジア 大臣官房
調査報告書
ム研究所
グローバル産業室

000398

30.8.31 E007398

000399

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

ＨＰアドレス（データ）

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000072.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000072-1.zip

デロイト トーマツ コ
通商政策局
ンサルティング合
アジア大洋州課
同会社

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000271.pdf

インクルージョン・ 経済産業政策局
ジャパン株式会社 競争環境整備室

17 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000389.pdf

製造産業局
一般財団法人海外
化学物質管理課化学兵器・
産業人材育成協会
麻薬原料等規制対策室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000400.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000400-1.zip

20.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000403.pdf

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
部省エネルギー課

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000398.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000398-1.zip

30.8.31 E007399 平成２９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

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000399.pdf

000394

30.8.24 E007392 平成２９年度産業技術調査事業（産業振興に寄与する理工系人材の需給実態等調査）報告書

株式会社日本能率 産業技術環境局
協会総合研究所 大学連携推進室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000394.pdf

000395

30.8.24 E007393

000396

30.8.24 E007394 平成２９年度純粋持株会社の企業グループ活動等に関する調査研究報告書

エム・アール・アイ
調査統計グループ
リサーチアソシエイ
企業統計室
ツ株式会社

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000396.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000396-1.zip

000387

30.8.22 E007389 平成２９年度産業技術調査事業（低炭素化に向けた革新的取組を促す制度等調査）調査報告書

ケービーシー・プロ 産業技術環境局
セス・テクノロジー・ 研究開発課エネルギー・環境
リミテッド
イノベーション戦略室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000387.pdf

000388

30.8.22 E007390

平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（バルクリースを活用した省エネルギー投資の推
進に係る分析調査事業）報告書

資源エネルギー庁
PwCあらた有限責
省エネルギー・新エネルギー
任監査法人
部省エネルギー課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000388.pdf

000390

30.8.22 E007391

平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（国内における環境価 みずほ情報総研株 産業技術環境局
値取引市場の動向調査）報告書
式会社
環境経済室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000390.pdf

000104

30.8.21 E007383

平成２９年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（発電用水力設備に関する技術基準の性
能規定化検討調査）調査報告書

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000104.pdf

000136

30.8.21 E007384

株式会社ベイカレ
平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（スマートライフ市場に関する調査研究）最
商務情報政策局
ント・コンサルティン
終報告書
情報産業課
グ

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000136.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000136-1.zip

000382

30.8.21 E007385

平成２９年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（エネルギー消費統計調査の集計及び利 株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
用分析に係る調査研究）報告書
研究所
長官官房総務課戦略企画室

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000382.pdf

000383

30.8.21 E007386

平成２９年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（都道府県別エネルギー消費統計の整備 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
長官官房総務課戦略企画室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000383.pdf

000384

30.8.21 E007387

平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（省エネに資する情報提供を通じた行動変容によ
る効果分析・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 省エネルギー･新エネルギー
株式会社
部省エネルギー課

25.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000384.pdf

平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（工場等及び荷主の判断基準遵守状況等分析並
びにデータ公開の在り方調査事業）調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ 商務・サービスグループ
平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（我が国における国際物流の効率化に関する調査）報告
＆コンサルティング 消費・流通政策課物流企画
書
株式会社
室

一般社団法人電力 産業保安グループ
土木技術協会
電力安全課
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5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000395.pdf
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平成２９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：サポイン事業 ＰｗＣコンサルティ
の成果を事業化に結び付ける事業管理機関マニュアル
ング合同会社

担当課室名
中部経済産業局
地域経済部産業技術課

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

000385

30.8.21 E007388

000377

30.8.17 E007381 平成２９年度中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針に関する調査事業報告書

000379

30.8.17 E007382

平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査委託費（生活製品におけるＩｏＴ等の活用の可能性に関 みずほ情報総研株 製造産業局
する調査）調査報告書
式会社
生活製品課

000361

30.8.14 E007371

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・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

製造産業局
自動車課

70.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000361.pdf

000362

30.8.14 E007372

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・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

一般財団法人日本 製造産業局
自動車研究所
自動車課

82.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000362.pdf

000363

30.8.14 E007373

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動走行に関するソフト 株式会社三菱総合 製造産業局
ウェア人材の実態調査及び求める人材像の調査）報告書
研究所
自動車課

8.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000363.pdf

000364

30.8.14 E007374

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動走行の実現に向け 株式会社ローラン 製造産業局
た産学官の協調戦略、実証事業の推進）調査報告書
ド・ベルガー
自動車課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000364.pdf

000365

30.8.14 E007375

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動走行の民事上の責
株式会社テクノバ
任及び社会受容性に関する研究）報告書

000366

30.8.14 E007376

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・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

000367

中小企業庁
株式会社野村総合
経営支援部技術・経営革新
研究所
課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000385.pdf

10.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000377.pdf

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000379.pdf

製造産業局
自動車課

12.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000365.pdf

国立研究開発法人
製造産業局
産業技術総合研究
自動車課
所

15.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000366.pdf

30.8.14 E007377

平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（トラックの隊列走行の社
製造産業局
豊田通商株式会社
会実装に向けた実証）報告書
自動車課

26.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000367.pdf

000368

30.8.14 E007378

アーサー・ディ・リト
平成２９年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業（自動車部品産業の変遷
製造産業局
ル・ジャパン株式会
に関する調査）最終報告書
自動車課
社

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000368.pdf

000369

30.8.14 E007379

平成２９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 製造産業局
ためのシミュレーション技術の開発及び実証調査報告書
自動車研究所
自動車課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000369.pdf

000370

30.8.14 E007380

平成２９年度戦略的イノベーション創造プログラム（自動走行システム）地域交通ＣＯ2排出量可視化技術
の開発及び実証報告書

000192

30.8.10 E007369

資源エネルギー庁
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（海外の住宅・建築物の省エネルギー規制等を踏 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
まえた日本における制度のあり方に関する調査）報告書
研究所
部省エネルギー課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000192.pdf

000273

30.8.10 E007370

平成２９年度新興国市場開拓事業（【アジア・アフリカ】連結性向上による地域の一体的発展ビジョン策定
のための国際経済調査）調査報告書

独立行政法人日本 通商政策局
貿易振興機構
通商戦略室

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000273.pdf

三菱ＵＦＪリサーチ 中小企業庁
＆コンサルティング 経営支援部技術・経営革新
株式会社
課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000372.pdf

パシフィックコンサ 製造産業局
ルタンツ株式会社 自動車課

18.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000370.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000370-1.zip

000372

30.8.8 E007365 平成２９年度戦略的基盤技術高度化支援事業の効果測定に関する調査事業報告書

000375

30.8.8 E007366

平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（産業界の削減貢献の見える化のための みずほ情報総研株 産業技術環境局
調査事業）調査報告書
式会社
環境経済室

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000375.pdf

000376

30.8.8 E007367

一般財団法人日本
平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（平成２８年度実績に基づく低炭素社会実
産業技術環境局
エネルギー経済研
行計画の削減効果評価等事業）報告書
環境経済室
究所

8.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000376.pdf

000357

30.8.1 E007363

平成２９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
（世界及び新興国経済・貿易投資動向等に関する調査））報告書

株式会社三菱総合 通商政策局
研究所
企画調査室

19 / 38 ページ

ＨＰアドレス（データ）

30.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000357.pdf
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30.8.1 E007364 平成２９年度産業技術調査事業（研究開発税制等の今後の在り方に関する調査）報告書

委託事業者名

担当課室名

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（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
技術振興・大学連携推進課
株式会社

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000360.pdf

ＨＰアドレス（データ）

000356

30.7.31 E007361

株式会社ボストン・ 商務・サービスグループ
平成２９年度産学連携サービス経営人材育成事業（産業競争力に資する人材育成の構築に向けた基礎調
コンサルティング・ サービス政策課教育サービ
査）報告書
グループ
ス産業室

30.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000356.pdf

000359

30.7.31 E007362

資源エネルギー庁
平成２９年度電力需給・系統等関連調査（ＡＩ・ＩｏＴ等の技術革新が系統・発電・小売部門に与える影響と求 株式会社日本総合
電力・ガス事業部電力産業・
められる新たなビジネスモデル等に関する調査）調査報告書
研究所
市場室

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000359.pdf

000352

30.7.27 E007353 平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（産業用地管理台帳整備事業）報告書

一般財団法人日本 地域経済産業グループ
立地センター
地域産業基盤整備課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000352.pdf

000353

30.7.27 E007354 平成２９年度産業経済研究委託事業（日本企業の国際競争力強化に関する調査）最終報告書

株式会社野村総合 大臣官房
研究所
政策審議室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000353.pdf

000209

30.7.24 E007349

平成２９年度電子経済産業省構築事業（法人インフォメーションの機能追加に関する調査研究）調査報告
書

株式会社日立製作 商務情報政策局
所
総務課情報プロジェクト室

17.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000209.pdf

000210

30.7.24 E007350

平成２９年度電子経済産業省構築事業（法人インフォメーションの保守・運用に関する調査研究）調査結果 株式会社日立製作 商務情報政策局
報告書
所
総務課情報プロジェクト室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000210.pdf

000211

30.7.24 E007351

平成２９年度電子経済産業省構築事業（自治体における保有データリスト等を活用したオープンデータ促
進に係る調査研究）調査報告書

一般財団法人日本
商務情報政策局
情報経済社会推進
総務課情報プロジェクト室
協会

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000211.pdf

000337

30.7.20 E007341

デロイト トーマツ コ 商務・サービスグループ
平成２９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等活用や他産業との融合による新た
ンサルティング合 サービス政策課サービス産
なスポーツビジネスの創出に向けた環境整備等に関する基礎的調査）報告書
同会社
業室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000337.pdf

000344

30.7.20 E007342

平成２９年度ＥＵとの規制協力を推進するための調査（情報の自由な流通及びサイバー空間の公平と平等 株式会社野村総合 商務情報政策局
の確保に向けた調査）報告書（概要版）
研究所
情報経済課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000344.pdf

000345

30.7.20 E007343

平成２９年度ＥＵとの規制協力を推進するための調査（情報の自由な流通及びサイバー空間の公平と平等 株式会社野村総合 商務情報政策局
の確保に向けた調査）報告書
研究所
情報経済課

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000345.pdf

000346

30.7.20 E007344

平成２９年度エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業（２０５０年に向けたエネル 有限責任監査法人 資源エネルギー庁
ギー関連技術に関する調査・分析）報告書
トーマツ
長官官房総務課調査広報室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000346.pdf

000354

30.7.20 E007345 平成２９年度産業技術調査事業（我が国企業の研究開発活動に関する調査）調査報告書

000278

30.7.18 E007337

平成２９年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（鉱物資源基盤整備調査事業（鉱物資源確保戦
略策定に係る基礎調査））報告書

000336

30.7.18 E007338

資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（再生可能エネルギーの導入拡大等に伴う新 株式会社日本総合
省エネルギー・新エネルギー
たなエネルギービジネス等に係る調査）調査報告書
研究所
部新エネルギーシステム課

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000336.pdf

000350

30.7.18 E007339

平成２９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：化審法一般化学物質等届
出システム整備等）報告書

製造産業局
みずほ情報総研株
化学物質管理課化学物質安
式会社
全室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000350.pdf

000325

30.7.13 E007332 平成２９年度産業経済研究委託事業（コーポレートガバナンス改革への取組等に関する実態調査）報告書

ＰｗＣあらた有限責 経済産業政策局
任監査法人
産業組織課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000325.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000325-1.zip

000335

30.7.13 E007333

三菱ＵＦＪリサーチ
産業技術環境局
＆コンサルティング
研究開発課
株式会社

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000354.pdf

株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
研究所
資源・燃料部鉱物資源課

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000278.pdf

商務・サービスグループ
平成２９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（国際博覧会の開催を契機とした 有限責任監査法人
クールジャパン政策課博覧会
持続可能なシステムの構築に向けた課題整理等の調査）調査報告書
トーマツ
推進室
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000339

30.7.13 E007334

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（観光サービス産業の国際競争力強化に 株式会社ＪＴＢ総合 商務・サービスグループ
関する調査）報告書
研究所
クールジャパン政策課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000339.pdf

000340

30.7.13 E007335

平成２９年度経済連携促進のための産業高度化推進事業（日・アジア諸国の繊維産業連携強化支援事
業）事業実施結果報告書

伊藤忠ファッション 製造産業局
システム株式会社 生活製品課

8.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000340.pdf

000341

30.7.13 E007336

平成２９年度製造基盤技術実態等調査（スマートテキスタイルの日仏共同開発に関する関連規制等調査） 国立大学法人信州 製造産業局
報告書
大学
生活製品課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000341.pdf

000319

30.7.11 E007326

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（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

産業保安グループ
ガス安全室

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000319.pdf

000320

30.7.11 E007327 平成２９年度水素導管供給システムの安全性評価事業（総合調査）調査報告書

一般社団法人日本 産業保安グループ
ガス協会
ガス安全室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000320.pdf

000321

30.7.11 E007328 平成２９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
産業保安グループ
産業技術総合研究
ガス安全室
所

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000321.pdf

000322

30.7.11 E007329

平成２９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 産業保安グループ
中の水素拡散挙動調査））調査報告書
研究所
ガス安全室

10.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000322.pdf

000323

30.7.11 E007330

平成２９年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査事業（経年埋設ガス管のリスク評価手法・基準
開発事業）報告書

27.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000323.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000323-1.zip

000324

30.7.11 E007331 平成２９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

高圧ガス保安協会

一般財団法人日本 産業保安グループ
ガス機器検査協会 ガス安全室
新日本有限責任監 大臣官房
査法人
会計課
資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部政策課国際室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000324.pdf

000245

30.7.9 E007325

平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（ＡＳＥ
ＡＮにおける廃棄物発電所ガイドライン検討調査）報告書

株式会社エックス
都市研究所

000315

30.7.6 E007321

平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（イン
ド・系統安定化に関する専門家会議にかかる事業調査）報告書

資源エネルギー庁
PwCアドバイザリー
省エネルギー・新エネルギー
合同会社
部政策課国際室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000315.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000315-1.zip

000316

30.7.6 E007322

平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（イン
ド・電力供給高品質化に関する定性・定量的分析にかかる調査）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
長官官房国際課
究所

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000316.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000316-1.zip

000317

30.7.6 E007323

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ミャンマー・ＬＮ 新日本有限責任監 資源エネルギー庁
Ｇ利用／電力供給にかかる事業実施可能性調査）報告書
査法人
長官官房国際課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000317.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000317-1.zip

000318

30.7.6 E007324 平成２９年度産業経済研究委託事業（有限責任事業組合等の活用実績等に関する実態調査）調査報告書

000253

30.7.4 E007311

平成２９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

000295

30.7.4 E007312

電力・ガス取引監視等委員会
平成２９年度産業経済研究委託事業（電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手 有限責任監査法人
事務局ネットワーク事業制度
法に関する調査）調査報告書
トーマツ
企画室

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000295.pdf

000303

30.7.4 E007313

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９年度皮革産業振興対策調査等（野生害獣の駆除等により生じた皮革の利活用に関する実態調査
製造産業局
＆コンサルティング
等）報告書〔概要版〕
生活製品課
株式会社

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000303.pdf

000304

30.7.4 E007314

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９年度皮革産業振興対策調査等（野生害獣の駆除等により生じた皮革の利活用に関する実態調査
製造産業局
＆コンサルティング
等）報告書
生活製品課
株式会社

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000304.pdf

株式会社東京商工 経済産業政策局
リサーチ
産業組織課
株式会社日本アプ
中小企業庁
ライドリサーチ研究
事業環境部企画課調査室
所
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平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査委託費（分散型電源の系統への統合に資す
る新たな送配電網の利用動向・技術動向の調査）委託調査報告書

000305

30.7.4 E007315

000306

30.7.4 E007316 平成２９年度アジア産業基盤強化等事業（カタール環境監視システム構築支援等調査事業）報告書

000307

30.7.4 E007317

000309

30.7.4 E007319

委託事業者名

担当課室名

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制度
研究所
企画室

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

33.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000305.pdf

株式会社三菱総合 商務情報政策局
研究所
情報産業課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000306.pdf

平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（原子力安全における効果的な情報発信・コミュニケー
ションのあり方に関する調査事業）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
課原子力基盤室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000307.pdf

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査（ベトナム：災害監視・気候変動
等のための光学地球観測衛星システムの現状及び改善方策立案に係る調査）調査報告書（和文）

株式会社パデコ,一
般財団法人リモー
トセンシング技術セ
ンター,一般財団法
人宇宙システム開 製造産業局
発利用推進機構, 航空機武器宇宙産業課宇宙
日本電気株式会 産業室
社,株式会社三菱
総合研究所,一般
財団法人日本宇宙
フォーラム

17.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000309.pdf

12.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000310.pdf

000310

30.7.4 E007320

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査（ベトナム：災害監視・気候変動
等のための光学地球観測衛星システムの現状及び改善方策立案に係る調査）調査報告書（英文）
Study on Present Status and Future Plan on Vietnam’s Optical Earth Observation Satellite for Disaster
and Climate Change Countermeasure Final Report, February 2018

株式会社パデコ,一
般財団法人リモー
トセンシング技術セ
ンター,一般財団法
人宇宙システム開 製造産業局
発利用推進機構, 航空機武器宇宙産業課宇宙
日本電気株式会 産業室
社,株式会社三菱
総合研究所,一般
財団法人日本宇宙
フォーラム

000312

30.7.4 E007318

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（クレジットカード取引のセキュリティ対策強化に向けた
取組状況等に関する調査）報告書

株式会社野村総合 商務・サービスグループ
研究所
商取引監督課

000299

30.6.29 E007307

三菱ＵＦＪモルガ
平成２９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
地球環境連携室
株式会社

30.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000299.pdf

000300

30.6.29 E007308

平成２９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）
三菱ＵＦＪモルガ
調査報告書（英語版）
産業技術環境局
ン・スタンレー証券
Fiscal Year 2017 Climate Change Adaptation Effect Visualization Project (Contribution visualization
地球環境連携室
株式会社
project of Japanese enterprises in the adaptation field in developing nations) Report

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000300.pdf

000302

30.6.29 E007309

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（相手国の産業政策・制度
構築の支援事業（インフラ開発投資における「インフラの質」の重要性等に係る調査））調査報告書

新日本有限責任監 貿易経済協力局
査法人
貿易振興課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000302.pdf

000280

30.6.27 E007306

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（ファッション政策の総合的戦略の調査・
検討）調査報告書

伊藤忠ファッション 商務・サービスグループ
システム株式会社 クールジャパン政策課

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000280.pdf

000259

30.6.22 E007296

資源エネルギー庁
デロイト トーマツ コ
平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施事業（グリーンエネルギーＣＯ
省エネルギー・新エネルギー
ンサルティング合
2削減相当量認証制度運営事業）事業報告書
部新エネルギー課再生可能
同会社
エネルギー推進室

000288

30.6.22 E007297

平成２９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（人的資本に関する国内外分析
調査）報告書

株式会社三菱総合 経済産業政策局
研究所
産業構造課

11.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000288.pdf

000290

30.6.22 E007298

平成２９年度産業経済研究委託事業（グレーゾーン解消制度、企業実証特例制度の活用等における規制 株式会社富士通総 経済産業政策局
改革の取り組みに関する調査研究）報告書
研
産業構造課

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000290.pdf

22 / 38 ページ

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000312.pdf

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000259.pdf

ＨＰアドレス（データ）

平成２９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

一般社団法人経済 資源エネルギー庁
産業統計協会
長官官房総務課戦略企画室

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

000293

30.6.22 E007299 平成２８年度エネルギー消費状況調査（平成２９年経済産業省特定業種石油等消費統計調査）報告書

000294

30.6.22 E007300

平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（工業用水道分野におけるＰＰＰ／ＰＦＩ案件形成促進 ＮＪＳ・日水コン共
事業）報告書
同提案体

000296

30.6.22 E007301

一般財団法人日本
平成２９年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（総合エネルギー統計関係の整備及び分
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
析に関する調査）調査報告書
長官官房総務課戦略企画室
究所

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000296.pdf

000297

30.6.22 E007302

平成２９年度エネルギー需給に関する統計整備等のための調査（エネルギー関連統計の改善・整備等に
向けた調査事業）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
長官官房総務課戦略企画室
究所

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000297.pdf

000298

30.6.22 E007303 平成２９年度産業技術調査事業（欧米主要国のオープンイノベーション政策・技術動向調査）報告書

株式会社エヌ・
産業技術環境局
ティ・ティ・データ経
総務課国際室
営研究所

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000298.pdf

000230

30.6.20 E007288 平成２９年度産学連携サービス経営人材育成事業（「未来の教室」創造に向けた基礎調査）報告書

合同会社ＴＡＯ

000265

30.6.20 E007289

000281

30.6.20 E007290 平成２９年度転換期における「先導的企業」の実態から学ぶ中小企業の持続的成長に関する調査報告書

近畿経済産業局
株式会社帝国デー
総務企画部中小企業政策調
タバンク
査課

000282

30.6.20 E007291 平成２９年度所得拡大促進税制の効果測定等に関する調査研究報告書

株式会社パイプド
ビッツ

000283

30.6.20 E007292

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（市場メカニズム交渉等に係る国際
動向調査）報告書

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

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000283.pdf

000284

30.6.20 E007293

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（CＤＭ・ＪＩの運用に係る方法論及び
信任に関する調査）報告書

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
地球環境連携室

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000284.pdf

000285

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可 一般財団法人日本
産業技術環境局
30.6.20 E007294 能性調査）サウジアラビアにおける低炭素エネルギーシステム構築に係るマスタープラン策定調査報告書 エネルギー経済研
地球環境連携室
（和文）
究所

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000285.pdf

000286

平成２９年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可
能性調査）サウジアラビアにおける低炭素エネルギーシステム構築に係るマスタープラン策定調査報告書
一般財団法人日本
（英文）
産業技術環境局
30.6.20 E007295
エネルギー経済研
Report on:FY2017 Study of infrastructure development project to obtain joint credit,etc. (Study of
地球環境連携室
究所
international contribution quantification and JCM feasibility) Study of master plan for creating a lowcarbon energy system in Saudi Arabia

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000286.pdf

000246

30.6.19 E007280

000264

30.6.19 E007281 平成２９年度石油産業体制等調査研究（ＳＳ過疎地実態調査）報告書

000269

30.6.19 E007282

平成２９年度アジア産業基盤強化等事業（インドネシア裾野産業育成支援ロードマップ策定等）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

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000269.pdf

000270

30.6.19 E007283

平成２９年度経済連携促進のための産業高度化推進事業（日インドネシア経済連携協定に係る裾野産業 日鉄住金総研株式 通商政策局
振興事業）報告書
会社
アジア大洋州課

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000270.pdf

地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課

商務・サービスグループ
サービス政策課教育サービ
ス産業室

平成２９年度電子経済産業省構築事業（国会会議録等の分析高度化への人工知能利活用の可能性検証 株式会社日立コン 商務情報政策局
に関する調査研究）調査報告書
サルティング
総務課情報プロジェクト室

中小企業庁
事業環境部企画課

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（新エネ
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
ルギー人材育成事業）事業報告書
究所
部政策課国際室
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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000274

30.6.19 E007284

平成２９年度産業経済研究委託事業（新産業構造ビジョンを踏まえた我が国企業の産業競争力強化に関 株式会社野村総合 経済産業政策局
する調査研究）報告書
研究所
産業再生課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000274.pdf

000275

30.6.19 E007285

株式会社ボストン・
平成２９年度産業経済研究委託事業（第４次産業革命時代におけるグローバル経済の動向とリスクマネー
経済産業政策局
コンサルティング・
供給の在り方について）最終報告書
産業再生課
グループ

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000275.pdf

000276

30.6.19 E007286 平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（天然ガス等地下圧入保安調査）調査報告書

000279

30.6.19 E007287

平成２９年度政府系金融機関による支援状況に関する意識調査に係る委託事業（政府系金融機関による 株式会社東京商工 中小企業庁
支援状況に関する意識調査）調査報告書
リサーチ
事業環境部金融課

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000279.pdf

000214

30.6.12 E007266

平成２９年度石油製品需給適正化調査（災害時連絡体制整備事業（災害時石油販売業情報収集システム セコムトラストシス 資源エネルギー庁
の整備等））報告書
テムズ株式会社
資源・燃料部石油流通課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000214.pdf

000218

30.6.12 E007267

一般財団法人日本
平成２９年度国際エネルギー情勢調査（エネルギー転換に関する日独エネルギー変革評議会に係る事業
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
調査）報告書
長官官房国際課
究所

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000218.pdf

000219

30.6.12 E007268

一般財団法人日本
平成２９年度国際エネルギー情勢調査（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

29.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000219.pdf

000220

東京ガス株式会社,
エルエヌジージャ
平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インドネシア東
資源エネルギー庁
30.6.12 E007269
パン株式会社,株式
部島しょ部におけるガス供給計画）～最終報告書～
長官官房国際課
会社野村総合研究
所

8.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000220.pdf

000221

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム南部 丸紅パワーシステ
資源エネルギー庁
30.6.12 E007270 ティエンザン省における輸入ＬＮＧ受入基地およびコンバインドサイクル発電プロジェクトに係る実現可能性 ムズ株式会社,東
長官官房国際課
調査）調査報告書
電設計株式会社

000247

30.6.12 E007271

平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（ＡＳＥ
ＡＮにおける省エネビルのモデル検討調査）調査報告書

000252

30.6.12 E007272

一般社団法人日本
平成２９年度中小企業実態基本調査、情報処理実態調査、労働力調査、就業構造基本調査、賃金構造基
中小企業庁
リサーチ総合研究
本調査、雇用動向調査、能力開発基本調査に関する再編加工に係る委託事業報告書
事業環境部企画課調査室
所

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000252.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000252-1.zip

000261

30.6.12 E007273

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（家事支援サービス業を取り巻く諸課題に係る調査研
究）調査報告書

株式会社野村総合 商務・サービスグループ
研究所
クールジャパン政策課

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

000263

30.6.12 E007274

平成２９年度地域経済産業活性化対策調査「産業集積地 東海地域における近未来産業構造の変化と
「ものづくりマザー機能」に関する調査」報告書

株式会社テクノバ

000231

30.6.7 E007243

平成２９年度産業技術調査事業（研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携加速に向けた調査）最終
報告書

株式会社野村総合 産業技術環境局
研究所
技術振興・大学連携推進課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000231.pdf

000237

30.6.7 E007244

平成２９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
（新興国での鉄鋼過剰供給能力に寄与する政府等支援措置の分析））報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
製造産業局
＆コンサルティング
金属課
株式会社

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000237.pdf

000238

30.6.7 E007245

株式会社ボストン
平成２９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 グローバル
商務・サービスグループ
コンサルティンググ
トレンドに関する調査）調査報告書
ヘルスケア産業課
ループ

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000238.pdf

000239

30.6.7 E007246

平成２９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／ＩＣＴを活用した健康経営に向けた
取組に関する調査）報告書

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000239.pdf

みずほ情報総研株 産業保安グループ
式会社
鉱山・火薬類監理官付

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
部政策課国際室

株式会社エス・エ
ム・エス

中部経済産業局
総務企画部企画課

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課
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5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000276.pdf
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4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000247.pdf
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000240

30.6.7 E007247 平成２９年度健康寿命延伸産業創出推進事業（健康経営普及推進・環境整備等事業）調査報告書

000241

30.6.7 E007248

資源エネルギー庁
平成２９年度天然ガスの高度利用に係る事業環境等の調査（ガス導管の広域的利用に関する調査）報告 株式会社三菱総合
電力・ガス事業部ガス市場整
書
研究所
備室

000242

30.6.7 E007249

平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（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

000243

30.6.7 E007250

資源エネルギー庁
平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（省エネ 一般財団法人省エ
省エネルギー・新エネルギー
ルギー人材育成事業）事業報告書
ネルギーセンター
部政策課国際室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000243.pdf

000244

30.6.7 E007251

資源エネルギー庁
平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（省エネ 一般財団法人省エ
省エネルギー・新エネルギー
等ビジネス世界展開促進事業）事業報告書
ネルギーセンター
部政策課国際室

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000244.pdf

000249

30.6.7 E007252

平成２９年度新興国等における省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入促進等に資する事業（日中
省エネルギー等・環境ビジネス推進事業）報告書

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

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000249.pdf

000250

30.6.7 E007253

平成２９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（インド国：デリー国際空港ターミナル間接続事業調査））報告書

日本工営株式会社

貿易経済協力局
通商金融課資金協力室

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000250.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000250-1.zip

000251

30.6.7 E007254

平成２９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（インド国：デリー国際空港ターミナル間接続事業調査））報告書（英語版）
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2017 Study on Transport System
among Terminals in Delhi Airport in India Final Report

日本工営株式会社

貿易経済協力局
通商金融課資金協力室

10.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000251.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000251-1.zip

000254

30.6.7 E007255 平成２９年度人手不足下における中小企業の生産性向上に関する調査に係る委託事業調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
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

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000254.pdf

000255

30.6.7 E007256 平成２９年度中小企業の事業再編・統合、企業間連携に関する調査に係る委託事業調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
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

21.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000255.pdf

000256

30.6.7 E007257 平成２９年度我が国中小企業の構造分析及び構造変化の将来推計に係る委託事業報告書

アクセンチュア株
式会社

中小企業庁
事業環境部企画課調査室

11.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000256.pdf

000257

30.6.7 E007258 平成２９年度小規模事業者等の事業活動に関する調査に係る委託事業報告書

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

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000257.pdf

000258

30.6.7 E007259

資源エネルギー庁
エム・アール・アイ
平成２９年度固定価格買取制度における賦課金特例認定システムの運用業務（再生可能エネルギーの固
省エネルギー・新エネルギー
リサーチアソシエイ
定価格買取制度による賦課金の特例に係る負担動向分析）報告書
部新エネルギー課再生可能
ツ株式会社
エネルギー推進室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000258.pdf

000260

30.6.7 E007260

資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（再生可能エネルギー固定価格買取制度にお みずほ情報総研株 省エネルギー・新エネルギー
ける賦課金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

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000260.pdf

000111

30.6.5 E007228

アーサー・ディ・.リト
平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 （「根本治療の実現」に向けた適切な支援
商務・サービスグループ
ル・ジャパン株式会
のあり方の調査）報告書
生物化学産業課
社

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000111.pdf

000155

30.6.5 E007227

資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（水素・燃料電池戦略ロードマップの進捗確認 みずほ情報総研株 省エネルギー・新エネルギー
及び国内外における水素・燃料電池利活用状況調査）調査報告書
式会社
部新エネルギーシステム課
水素・燃料電池戦略室

一般財団法人日本 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
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000213

30.6.5 E007231

一般財団法人バイ
平成２９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）委託事業報
商務・サービスグループ
オインダストリー協
告書
生物化学産業課
会

000215

30.6.5 E007232

平成２９年度新興国市場開拓事業（【東南アジア等】日台企業の第三国市場開拓に関する可能性調査）報 株式会社三菱総合 通商政策局
告書（概要版）
研究所
北東アジア課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000215.pdf

000216

30.6.5 E007233

平成２９年度新興国市場開拓事業（【東南アジア等】日台企業の第三国市場開拓に関する可能性調査）報 株式会社三菱総合 通商政策局
告書
研究所
北東アジア課

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000216.pdf

000217

30.6.5 E007234 平成２９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）報告書

000222

30.6.5 E007242

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査（電力分野における
我が国企業の競争力分析調査）調査報告書

資源エネルギー庁
新日本有限責任監
電力・ガス事業部電力産業・
査法人
市場室

000223

30.6.5 E007235

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（社会参加等による認知症・要介護状態
の予防・進行抑制に関する調査）調査報告書

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

000224

30.6.5 E007236

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（ブロックチェーン技術を活用した新たなコンテンツビジ
ネスの可能性調査）成果報告書

株式会社野村総合 商務情報政策局
研究所
コンテンツ産業課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000224.pdf

000227

30.6.5 E007237

平成２９年度EUとの規制協力を推進するための調査（資源循環に関する日EUの協力可能性調査）調査報 有限責任監査法人 産業技術環境局
告書
トーマツ
リサイクル推進課

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000227.pdf

000228

30.6.5 E007238

平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（サステナビリティガイドブックのアジア太 株式会社三菱総合 産業技術環境局
平洋地域諸都市への適用に関する調査事業）報告書
研究所
リサイクル推進課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000228.pdf

000229

30.6.5 E007239

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（アジアにおける国際資源循環型リサイク
産業技術環境局
＆コンサルティング
ル事業拡大に向けた調査）報告書
リサイクル推進課
株式会社

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000229.pdf

000232

30.6.5 E007240 平成２９年度中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の利用状況等に関する調査研究報告書

000233

30.6.5 E007241

000187

株式会社大和総研

富士ゼロックス株
式会社

商務情報政策局
情報経済課

中小企業庁
事業環境部企画課

ＨＰアドレス（データ）

34.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000213.pdf

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000217.pdf

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000222.pdf

11.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000223.pdf

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000232.pdf

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（生涯現役社会実現に向けた社会的コス 株式会社野村総合 商務・サービスグループ
トに関する調査）報告書
研究所
ヘルスケア産業課

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000233.pdf

30.5.30 E007212

平成２９年度産業経済研究委託事業（我が国におけるＦｉｎＴｅｃｈ普及に向けた環境整備に関する調査検
討）調査報告書

株式会社野村総合 経済産業政策局
研究所
産業資金課

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000187.pdf

000193

30.5.30 E007213

平成２９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（フィリピン共和国：マニラ首都圏洪水ゲート補修事業））調査報告書

株式会社建設技研
インターナショナル, 貿易経済協力局
株式会社建設技術 通商金融課資金協力室
研究所

37.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000193.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000193-1.zip

000194

30.5.30 E007214

平成２９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（フィリピン共和国：マニラ首都圏洪水ゲート補修事業））調査報告書（英語版）
Study on Economic Partnership Projects in Development Countries in FY2017 Study on Floodgates
Rehabilitation Project in Metro Manila, Republic of the Philippines Final Report

株式会社建設技研
インターナショナル, 貿易経済協力局
株式会社建設技術 通商金融課資金協力室
研究所

23.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000194.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000194-1.zip

000195

30.5.30 E007215

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（フィリピン共和国：質の高
い電力インフラの整備に係る制度調査）調査報告書

有限責任あずさ監 貿易経済協力局
査法人
通商金融課資金協力室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000195.pdf

000196

30.5.30 E007216

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（フィリピン共和国：質の高
い電力インフラの整備に係る制度調査）調査報告書（英語版）
有限責任あずさ監 貿易経済協力局
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2017 Pre-Feasibility study on the 査法人
通商金融課資金協力室
Regulations for Implementing Quality Electricity Infrastructure in the Philippins Final Report

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000196.pdf
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000198

30.5.30 E007217 平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（郵便物受取サービス業者の実態把握調査）報告書

000199

30.5.30 E007218

平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（省エネポテンシャルの開拓に向けた省エネ法関
連制度等のあり方に関する調査）調査報告書

000201

30.5.30 E007219

平成２９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 有限責任あずさ監 大臣官房
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
査法人
政策評価広報課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000201.pdf

000202

30.5.30 E007220

平成２９年度産業経済研究委託事業（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）調査報告書

株式会社エヌ・
大臣官房
ティ・ティ・データ経
政策評価広報課
営研究所

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000202.pdf

000203

30.5.30 E007221

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（電気用品安全法の手続き合理化等に関する調査）報
告書

株式会社三菱総合 産業保安グループ
研究所
製品安全課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000203.pdf

000204

30.5.30 E007222

株式会社ボストン・ 商務・サービスグループ
平成２９年度商取引適性化・製品安全に係る事業（Ｅｄ Ｔｅｃｈや民間教育サービス産業創出に向けた基礎
コンサルティング・ サービス政策課教育サービ
調査）報告書
グループ
ス産業室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000204.pdf

000205

30.5.30 E007223

製造産業局
平成２９年度化学物質規制対策（業務用冷凍空調機器等の使用時漏えい量に関する実態調査）調査報告 株式会社野村総合
化学物質管理課オゾン層保
書
研究所
護等推進室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000205.pdf

000206

30.5.30 E007224

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（太陽光発電に係る保守点検の普及動向等
に関する調査）最終報告書

000208

30.5.30 E007225 平成２９年度産業競争力強化法に基づく創業支援に係る効果等調査事業調査報告書

000212

30.5.30 E007226

資源エネルギー庁
平成２９年度電力系統関連設備形成等調査事業（日本における調整力確保の在り方に関する調査）報告 株式会社三菱総合
電力・ガス事業部電力基盤整
書
研究所
備課

000171

30.5.28 E007204

平成２９年度化学物質安全対策（途上国におけるオゾン層破壊物質等の転換プロジェクト推進等事業）報 株式会社プレック
告書
研究所

000176

平成２９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、ＡＢＬ等新たな融資
株式会社帝国デー 経済産業政策局
30.5.28 E007205 手法の現状、課題及びＦｉｎＴｅｃｈ導入による地域企業の収益力向上度測定指標の在り方に関する調査検
タバンク
産業資金課
討）報告書

000177

30.5.28 E007206

平成２９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
例研究）調査報告書

製造産業局
国立大学法人大阪
化学物質管理課化学物質リ
大学
スク評価室

000178

30.5.28 E007207

平成２９年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業（中南米地域における鉱山等周辺インフラ等調
査）調査報告書

日本工営株式会社

000181

30.5.28 E007208

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る調査研究「商品先物取引に関する委託者等の実態調査」報
告書

株式会社アダムス 商務・サービスグループ
コミュニケーション 商取引監督課

000183

30.5.28 E007209 平成２９年度小規模企業の経営課題等実態調査報告書

000188

30.5.28 E007210

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
部省エネルギー課

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000198.pdf

11.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000199.pdf

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

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000206.pdf

三菱ＵＦＪリサーチ 中小企業庁
＆コンサルティング 経営支援部創業・新事業促
株式会社
進課

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000208.pdf

株式会社ドゥリ
サーチ研究所

製造産業局
化学物質管理課オゾン層保
護等推進室

資源エネルギー庁
資源・燃料部鉱物資源課

中小企業庁
経営支援部小規模企業振興
課

平成２９年度コンテンツ産業新展開強化事業（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 公益財団法人ユニ 商務情報政策局
手法に関する検証事業）報告書
ジャパン
コンテンツ産業課
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6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000212.pdf

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000171.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000171-1.zip
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000191

30.5.28 E007211

平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（建材トップランナー制度における硬質ウレタン
フォーム断熱材（ボード品）の追加に関する調査）報告書

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
部省エネルギー課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000191.pdf

000151

30.5.25 E007187

製造産業局
平成２９年度化学物質安全対策「製品のライフサイクルにおける有機化学物質の放散によるトータルリスク
学校法人成蹊大学 化学物質管理課化学物質リ
評価のための暴露量調査」調査報告書
スク評価室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000151.pdf

000152

30.5.25 E007188

平成２９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
験法開発に関する調査）調査報告書

000153

30.5.25 E007189 平成２９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）報告書

000154

30.5.25 E007190

平成２９年度化学物質安全対策「自然冷媒としての活用を見据えた炭化水素系ガスの着火特性評価」試
験研究報告書

000156

ＨＰアドレス（データ）

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

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000152.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000152-1.zip

製造産業局
一般財団法人化学
化学物質管理課化学物質リ
物質評価研究機構
スク評価室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000153.pdf

製造産業局
学校法人東京理科
化学物質管理課化学物質リ
大学
スク評価室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000154.pdf

30.5.25 E007191

特定非営利活動法 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
人大分県地球温暖 省エネルギー・新エネルギー
能エネルギー推進事業(太陽光発電)）報告書
化対策協会
部新エネルギー課

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000156.pdf

000157

30.5.25 E007192

公益財団法人なが 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
さき地域政策研究 省エネルギー・新エネルギー
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書
所
部新エネルギー課

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000157.pdf

000158

30.5.25 E007193

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
群馬県
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000158.pdf

000159

30.5.25 E007194

一般社団法人自然 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
エネルギー信州
省エネルギー・新エネルギー
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書
ネット
部新エネルギー課

12.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000159.pdf

000160

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
資源エネルギー庁
エコリンクス株式会
30.5.25 E007195 能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書
省エネルギー・新エネルギー
社
部新エネルギー課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000160.pdf

000161

30.5.25 E007196

特定非営利活動法
人太陽光発電所 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
ネットワーク,神奈 省エネルギー・新エネルギー
能エネルギー推進事業（太陽光発電））最終報告書
川県,株式会社ス 部新エネルギー課
マートエナジー

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000161.pdf

000162

30.5.25 E007197

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
福岡県
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー課

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000162.pdf

000163

30.5.25 E007198

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
鳥取県
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギー課

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000163.pdf

000164

30.5.25 E007199

一般財団法人再生 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
可能エネルギー保 省エネルギー・新エネルギー
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書
全技術協会
部新エネルギー課

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000164.pdf

000165

30.5.25 E007200

株式会社浜松新電
資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可 力,般社団法人日
省エネルギー・新エネルギー
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書
本太陽光メンテナ
部新エネルギー課
ンス協会,浜松市

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000165.pdf
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000166

30.5.25 E007201

特定非営利活動法 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地方公共団体を中心とした地域の再生可
人アースライフネッ 省エネルギー・新エネルギー
能エネルギー推進事業（太陽光発電））報告書
トワーク
部新エネルギー課

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000166.pdf

000174

30.5.25 E007202

三菱ＵＦＪリサーチ 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地域の再生可能エネルギー推進モデルの
＆コンサルティング 省エネルギー・新エネルギー
展開事業）報告書（概要版）
株式会社
部新エネルギー課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000174.pdf

000175

30.5.25 E007203

三菱ＵＦＪリサーチ 資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業（地域の再生可能エネルギー推進モデルの
＆コンサルティング 省エネルギー・新エネルギー
展開事業）報告書
株式会社
部新エネルギー課

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000175.pdf

000112

30.5.23 E007168

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（バイオベンチャーと投資家の対話促進に みずほ情報総研株 商務・サービスグループ
向けた調査）報告書
式会社
生物化学産業課

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000112.pdf

000113

30.5.23 E007169

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（台湾、タイ、シ
ンガポール：ＩｏＴを活用した医療向け省エネ型サプライチェーンシステムの構築）報告書

株式会社エヌ・
商務・サービスグループ
ティ・ティ・データ経
生物化学産業課
営研究所

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000113.pdf

000119

30.5.23 E007170

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査委託費（ロボット・産業機械分野における人工知能技術
製造産業局
＆コンサルティング
の適用可能性と実用化に関する調査）報告書
産業機械課
株式会社

000128

30.5.23 E007171 平成２９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

産業保安グループ
高圧ガス保安室

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000128.pdf

000129

30.5.23 E007172 平成２９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

産業保安グループ
高圧ガス保安室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000129.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000129-1.zip

000130

30.5.23 E007173

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（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

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
高圧ガス保安室

000131

30.5.23 E007174

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業 ＜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＞ 報告書

国立研究開発法人
産業保安グループ
産業技術総合研究
高圧ガス保安室
所

000132

30.5.23 E007175

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（石油精製プラント等の事故情報調査）石油精製業
等の最近の事故調査報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
高圧ガス保安室

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000132.pdf

000133

30.5.23 E007176

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（石油精製プラント等の事故情報調査）事故の定義
に関する調査報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
高圧ガス保安室

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000133.pdf

000134

30.5.23 E007177 平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業「高圧ガス容器の再検査に関する調査研究」報告書

一般社団法人日本 産業保安グループ
非破壊検査協会 高圧ガス保安室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000134.pdf

000135

30.5.23 E007178

千代田化工建設株 貿易経済協力局
式会社
通商金融課資金協力室

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000135.pdf

000142

30.5.23 E007179 平成２９年度化学物質安全対策（化学物質管理分野におけるアジア協力に関する調査）報告書

株式会社三菱総合 製造産業局
研究所
化学物質管理課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000142.pdf

000143

30.5.23 E007180 平成２９年度化学物質安全対策（化学物質管理に関する国際的な動向調査）報告書

一般財団法人化学 製造産業局
物質評価研究機構 化学物質管理課

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000143.pdf

000144

30.5.23 E007181

大臣官房
平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（緊急時の産業保安分野における早期復旧に向けた 株式会社富士通総
総務課危機管理・災害対策
調査事業）報告書
研
室

000145

30.5.23 E007182

平成２９年度中小企業技術基盤強化税制（国税）及び中小企業等の試験研究費に係る特例措置（地方税）
株式会社アリス
の効果に関する調査報告書

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（カリブ共同体諸国：原油・
天然ガスの有効活用のための基礎調査）調査報告書

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新
課

29 / 38 ページ

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000119.pdf

36.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000130.pdf

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000131.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000131-1.zip

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000144.pdf

42.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000145.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000145-1.zip
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000146

30.5.23 E007183

中小企業庁
平成２９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 神鋼リサーチ株式
経営支援部技術・経営革新
業）研究開発成果事例集（平成２６～２７年度研究開発プロジェクト）
会社
課

000148

30.5.23 E007184

国立大学法人九州
製造産業局
平成２９年度化学物質安全対策（新規２成分混合系作動媒体 Ｒ１１２３＋Ｒ１２３４ｙｆ の熱物性評価に関す 大学カーボン
化学物質管理課化学物質リ
る調査研究）調査報告書
ニュートラル・エネ
スク評価室
ルギー国際研究所

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000148.pdf

000149

30.5.23 E007185

平成２９年度化学物質安全対策（ＱＳＡＲで推定される生体反応速度のＡＥ同族体間での比較と有害性評
価への適用の試み）調査報告書

製造産業局
国立大学法人愛媛
化学物質管理課化学物質リ
大学
スク評価室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000149.pdf

000150

30.5.23 E007186

平成２９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
調査研究）調査報告書

製造産業局
静岡県公立大学法
化学物質管理課化学物質リ
人静岡県立大学
スク評価室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000150.pdf

000114

30.5.18 E007147

平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（情報分析支援機能の自動化等に関する検討事業）
地域経済産業グループ
日本電気株式会社
調査報告書
地域経済産業調査室

000115

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（ガス工作物技術基
30.5.18 E007148 準適合性評価等（都市ガス供給における地震時の第１次緊急停止判断基準の最適化））都市ガスの供給
停止判断基準最適化に関する評価委員会事業報告書

株式会社エイト日
本技術開発

000116

30.5.18 E007149 平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（電力先物市場の在り方に関する調査）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
商務・サービスグループ
＆コンサルティング
参事官室
株式会社

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000116.pdf

000117

30.5.18 E007150 平成２９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
環境衛生センター 環境指導室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000117.pdf

000118

30.5.18 E007151

平成２９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 みずほ情報総研株 経済産業政策局
ム形成に向けた基盤構築事業）事業報告書
式会社
新規産業室

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000118.pdf

000120

30.5.18 E007152

平成２９年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（米国から見た諸外国のサイバー空間における能力 株式会社アイ・
等の実態に関する調査）調査報告書
ビー・ティ

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000120.pdf

000121

30.5.18 E007153

平成２９年度電子経済産業省構築事業（政府機関における法人の認証基盤の在り方と官民システム連携 みずほ情報総研株 商務情報政策局
に関する調査研究）調査報告書
式会社
総務課情報プロジェクト室

000122

30.5.18 E007154

平成２９年度石油産業体制等調査研究（国内石油精製・販売業の海外展開可能性及び国内石油製品取
引慣行に関する実態調査）調査報告書

000123

30.5.18 E007155

平成２９年度新興国市場開拓事業（【アフリカ】アフリカ進出に向けた他国企業等との連携構築に向けた実 株式会社野村総合 通商政策局
態調査）最終報告書
研究所
中東アフリカ課アフリカ室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000123.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000123-1.zip

000124

30.5.18 E007156

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における産業保安のスマート化
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
に関する調査研究）（１）新認定事業者制度に係る調査報告書
高圧ガス保安室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000124.pdf

000125

30.5.18 E007157

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における産業保安のスマート化
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
に関する調査研究）（２）高圧ガス事業所におけるリスクアセスメントの更なる普及および人材育成報告書
高圧ガス保安室

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000125.pdf

000126

30.5.18 E007158

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における産業保安のスマート化
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
に関する調査研究）（３）特定設備検査規則に関する調査報告書
高圧ガス保安室

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000126.pdf

000127

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における産業保安のスマート化
産業保安グループ
30.5.18 E007159 に関する調査研究）（４）ＩＴ障害やテロ等の想定外事象を踏まえた遠隔監視技術等の活用による保安体制 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
のあり方に関する調査報告書

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000127.pdf

000167

30.5.18 E007160

産業保安グループ
ガス安全室

商務情報政策局
サイバーセキュリティ課

株式会社野村総合 資源エネルギー庁
研究所
資源・燃料部石油流通課

平成２９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＜容器包装利用・製造等実態把 株式会社三菱総合 産業技術環境局
握可能性調査＞）報告書
研究所
リサイクル推進課
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97.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000146.zip
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000168

30.5.18 E007161

平成２９年度地球温暖化問題等対策調査（容器包装リサイクル推進調査＜再商品化義務履行状況及び
使用合理化状況調査＞）調査報告書

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

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000168.pdf

000169

30.5.18 E007162

平成２９年度地球温暖化問題等対策調査（容器包装リサイクル制度の社会コスト低減に関する検討等調
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

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000169.pdf

000170

30.5.18 E007163

平成２９年度地球温暖化問題等対策調査（プラスチックに係る静脈材料の仕様表記システムの検討等調
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

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000170.pdf

000190

30.5.18 E007164

平成２９年度エネルギー戦略立案のための調査・エネルギー教育等の推進事業（国内外のエネルギー動
向に関する調査・分析）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
長官官房調査広報室
究所

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000190.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000190-1.zip

000020

30.5.16 E007130

資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（アグリゲーションサービス提供におけるサイ 株式会社野村総合
省エネルギー・新エネルギー
バーセキュリ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

000075

30.5.16 E007131 平成２９年度化学物質安全対策（製品含有化学物質の情報伝達スキームの普及等に関する調査）報告書

000076

30.5.16 E007132

平成２９年度化学物質安全対策（製品含有化学物質の情報伝達スキームの普及等に関する調査）学習
ツール

000091

30.5.16 E007133

平成２９年度ユーザーニーズに立脚した統計コンテンツの広告手法・効果検証とアクセス分析に関する調 株式会社イーエム 調査統計グループ
査研究報告書
ネットジャパン
経済解析室

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000091.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000091-1.zip

000092

30.5.16 E007134

平成２９年度ユーザーニーズに立脚した統計コンテンツの広告手法・効果検証とアクセス分析に関する調 株式会社イーエム 調査統計グループ
査研究－広告媒体による情報発信効果の調査分析・改善提案－報告書
ネットジャパン
経済解析室

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000092.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000092-1.zip

000095

30.5.16 E007135 平成２９年度電力需給・系統関連調査（実環境での直接埋設方式の作業性等に関する調査）報告書

000097

30.5.16 E007136

000098

30.5.16 E007137 平成２９年度産業経済研究委託事業（電力・ガス市場における競争状況についての調査）報告書

000099

ＮＥＲＡエコノミック
コンサルティング
平成２９年度産業経済研究委託事業（電力・ガス市場における競争状況についての計量経済学的分析事
電力・ガス取引監視等委員会
30.5.16 E007138
（登記名：オリバー
業）報告書
事務局取引制度企画室
ワイマングループ
株式会社）

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000099.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000099-1.zip

000100

30.5.16 E007139 平成２９年度産業経済研究委託事業（ガス製造機能への第三者アクセスに関する調査）調査報告書

株式会社野村総合 電力・ガス取引監視等委員会
研究所
事務局取引監視課

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000100.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000100-1.zip

000101

30.5.16 E007140

平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（産業保安・製品安全分野におけるデータ利活用に
関する調査）調査報告書

アクセンチュア株
式会社

産業保安グループ
保安課

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000101.pdf

000103

30.5.16 E007141

平成２９年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（発電用火力設備に関する技術基準の性
能規定化検討調査）報告書

一般財団法人発電 産業保安グループ
設備技術検査協会 電力安全課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000103.pdf

000105

30.5.16 E007142 平成２９年度産業技術調査事業（地方産学官連携に関する実態調査）調査報告書

株式会社エヌ・
産業技術環境局
ティ・ティ・データ経
大学連携推進室
営研究所

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000105.pdf

000106

30.5.16 E007143 平成２９年度産業技術調査事業（研究開発推進体制に係る国内事例調査）報告書

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
総務課技術政策企画室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000106.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000106-1.zip

一般社団法人産業 製造産業局
環境管理協会
化学物質管理課
一般社団法人産業 製造産業局
環境管理協会
化学物質管理課

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000020.pdf

22.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000075.pdf

368.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000076.zip

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整
備課

8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000095.pdf

平成２９年度産業経済研究委託事業（電力・ガス小売自由化における消費者の選択行動アンケート調査事 株式会社電通マク 電力・ガス取引監視等委員会
業）調査報告書
ロミルインサイト
事務局取引監視課

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000097.pdf

三菱ＵＦＪリサーチ
電力・ガス取引監視等委員会
＆コンサルティング
事務局取引制度企画室
株式会社

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000098.pdf

株式会社関電工
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一般財団法人日本
電力・ガス取引監視等委員会
エネルギー経済研
事務局総務課
究所

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000107.pdf

デロイト トーマツ コ
産業保安グループ
ンサルティング合
電力安全課
同会社

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000109.pdf

平成２９年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（発電用風力設備の設置に関する技術基準に係る安 株式会社構造計画 産業保安グループ
全性確認調査）報告書
研究所
電力安全課

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000110.pdf

000107

30.5.16 E007144 平成２９年度産業経済研究委託事業（電力・ガス取引監視に係る国際連携の高度化調査）調査報告書

000109

30.5.16 E007145

平成２９年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（発電用太陽電池設備の技術基準に係る安全性確
認調査）最終報告書

000110

30.5.16 E007146

000048

30.5.11 E007108 平成２９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）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

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000048.pdf

000067

30.5.11 E007109 平成２９年度化学物質安全対策（情報伝達スキームの普及戦略に関する調査）報告書

みずほ情報総研株 製造産業局
式会社
化学物質管理課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000067.pdf

000070

30.5.11 E007110

000071

30.5.11 E007111 平成２９年度官公需における中小企業・小規模事業者の受注機会の増大に関する調査事業報告書

000074

30.5.11 E007112

平成２９年度産業経済研究委託事業（少子高齢社会における我が国の持続的経済成長のための社会シ
ステムに係る調査）最終報告書

000077

30.5.11 E007113

平成２９年度対日直接投資促進体制整備等調査事業（ＢＥＰＳプロジェクトを踏まえた移転価格税制及び各
ＥＹ税理士法人
国現地子会社等に対する課税問題に係る調査・研究事業）調査報告書

000078

30.5.11 E007114

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（バルク供給に係る保
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
安基盤高度化調査研究）に関する報告書
ガス安全室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000078.pdf

000079

30.5.11 E007115

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（マイコンメータを活用
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
する漏えい検知等の高度化調査研究）に関する報告書
ガス安全室

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000079.pdf

000080

30.5.11 E007116

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（安全技術普及事業
（事故発生原因分析等調査））調査報告書

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000080.pdf

000083

30.5.11 E007117

平成２９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 PwCあらた有限責 経済産業政策局
び企業会計・開示に関する調査研究）報告書
任監査法人
企業会計室

16.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000083.pdf

000084

30.5.11 E007118 平成２９年度産業技術調査事業（地域レベルの産学連携機能強化に係る方法論に関する調査）報告書

公益財団法人未来 産業技術環境局
工学研究所
大学連携推進室

11.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000084.pdf

000085

平成２９年度非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための
産業保安グループ
30.5.11 E007119 高圧ガス技術基準策定)（１）燃料電池自動車等に関する水素関連技術の安全性の評価・基準の検討報告 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
書

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000085.pdf

000086

平成２９年度非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための
産業保安グループ
30.5.11 E007120 高圧ガス技術基準策定）（２）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状況調査及び圧縮 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
水素スタンドにおける規制の技術基準解説の検討報告書

23.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000086.pdf

000087

30.5.11 E007121

平成２９年度非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業（水素燃料電池式フォークリフト等の規制基
準調査）報告書

産業保安グループ
高圧ガス保安室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000087.pdf

000088

30.5.11 E007122

平成２９年度高圧ガス保安対策事業（高圧ガス保安技術基準作成・運用検討）（１）高圧ガスの燃焼性試験
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
方法等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

13.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000088.pdf

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（大規模災害時における膨大な物資調達の円滑化に関 株式会社富士通総 商務・サービスグループ
する調査）報告書
研
参事官室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000070.pdf

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

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000071.pdf

アーサー・ディ・.リト
経済産業政策局
ル・ジャパン株式会
産業人材政策室
社

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000074.pdf

高圧ガス保安協会

高圧ガス保安協会

貿易経済協力局
投資促進課

産業保安グループ
ガス安全室
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000089

30.5.11 E007123

平成２９年度高圧ガス保安対策事業（高圧ガス保安技術基準作成・運用検討）（２）高圧ガス保安法の各法
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
令に関する逐条解説の作成報告書
高圧ガス保安室

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000089.pdf

000090

30.5.11 E007124

平成２９年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（監督部電子申請システム構築に向けた検討業務） アクセンチュア株
調査報告書
式会社

産業保安グループ
保安課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000090.pdf

000896

30.5.11 E007125

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等委託費（安全技術普及事
業（指導事業（地域保安指導事業）））報告書

株式会社NTTデー 産業保安グループ
タ経営研究所
ガス安全室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000896.pdf

000031

30.5.2 E007084

通商政策局
平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（スリランカ：スリ 新日本有限責任監
アジア大洋州課南西アジア
ランカにおける日本工業団地の開発可能性調査）調査報告書（日本語版）
査法人
室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000031.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000031-1.zip

000032

30.5.2 E007085

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（スリランカ：スリ
通商政策局
ランカにおける日本工業団地の開発可能性調査）調査報告書（英語版）
新日本有限責任監
アジア大洋州課南西アジア
Project viability study for the overseas expansion of quality infrastructure in FY2017 Sri Lanka: Project
査法人
室
Viability Study for Development of Japan Industrial Township in Sri Lanka Final Report

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000032.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000032-1.zip

000045

30.5.2 E007086 平成２９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）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

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000045.pdf

000046

30.5.2 E007087 平成２９年度石油製品需給適正化調査（石油ガス価格調査）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
資源・燃料部石油流通課
究所

15.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000046.pdf

000047

30.5.2 E007088 平成２９年度石油製品需給適正化調査（石油ガス流通合理化調査）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

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000047.pdf

000049

30.5.2 E007089

平成２９年度産業技術調査事業（海外公的研究機関における地域イノベーション創出のための活動状況
等に関する調査）報告書

株式会社エヌ・
産業技術環境局
ティ・ティ・データ経
産業技術総合研究所室
営研究所

9.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000049.pdf

000050

30.5.2 E007093

平成２９年度石油精製に係る諸外国における技術動向・規制動向等の調査・分析事業（潤滑油品質安定
化調査・分析事業）調査報告書

資源エネルギー庁
一般社団法人潤滑
資源・燃料部石油精製備蓄
油協会
課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000050.pdf

000051

30.5.2 E007094 平成２９年度地球温暖化問題等対策調査（中長期に重要となる環境技術等に関する調査）報告書

一般財団法人エネ
産業技術環境局
ルギー総合工学研
国際室
究所

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000051.pdf

000052

30.5.2 E007095

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（バイオマス発電を含めたバイオマス利用の
あり方に係る調査）報告書

000053

30.5.2 E007096

一般財団法人日本
平成２９年度石油製品需給適正化調査（石油製品の卸・小売価格モニタリング調査（産業用燃料納入価格
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
調査・民生用灯油小売価格調査））調査報告書
資源・燃料部石油流通課
究所

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000053.pdf

000054

30.5.2 E007097

一般財団法人日本
平成２９年度石油製品需給適正化調査（石油製品の卸・小売価格モニタリング調査（全国規模価格モニタ
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
リング調査（石油製品小売市況調査・石油製品卸売市況調査）））調査報告書
資源・燃料部石油流通課
究所

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000054.pdf

000056

30.5.2 E007098

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（ＬＰガス容器の緊急
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
遮断バルブ等の調査研究）に関する報告書
ガス安全室

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000056.pdf

000057

30.5.2 E007099

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等委託費（安全技術普及事
業（指導事業（保安専門技術者指導等事業）））に係る事業報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
ガス安全室

000058

30.5.2 E007100

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等委託費（安全技術普及事
業（指導事業（保安専門技術者指導等事業）））LPガス保安技術者向けWebサイトコンテンツ一覧

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
ガス安全室

三菱ＵＦＪリサーチ 資源エネルギー庁
＆コンサルティング 省エネルギー・新エネルギー
株式会社
部新エネルギー課
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000059

30.5.2 E007101

000060

30.5.2 E007102 平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（地域分析サマリー機能構築事業）報告書

000063

30.5.2 E007103

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（安全普及促進事業
（ガス保安広報及び広報効果検証等）)広告効果検証結果報告書

株式会社電通

産業保安グループ
ガス安全室

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000063.pdf

000064

30.5.2 E007104

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（安全普及促進事業
（ガス保安広報及び広報効果検証等）)都市ガスの安全使用に関する認識調査結果報告書

株式会社電通

産業保安グループ
ガス安全室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000064.pdf

000065

30.5.2 E007105

電力・ガス取引監視等委員会
平成２９年度産業経済研究委託事業（インフラ業界において共通する今後の事業課題への対応状況に関 株式会社三菱総合
事務局ネットワーク事業制度
する調査）報告書
研究所
企画室

000881

30.5.2 E007106

平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子デバイス産業及びその関連産業に ＩＨＳグローバル株 商務情報政策局
おける市場動向及び政策動向調査）報告書
式会社
情報産業課

三菱ＵＦＪリサーチ
地域経済産業グループ
＆コンサルティング
地域経済産業調査室
株式会社

みずほ情報総研株 中小企業庁
式会社
経営支援部商業課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000059.pdf

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000060.pdf

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000065.pdf

15.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000881.pdf

000024

30.4.24 E007068 平成２９年度ＩＴを活用した商店街消費動向分析事業報告書

000029

30.4.24 E007069

フロスト・アンド・サ 通商政策局
平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インド：日本企
リバン・ジャパン株 アジア大洋州課南西アジア
業のインド進出に資する定温貨物鉄道輸送技術の実現可能性調査）調査報告書（日本語版）
式会社
室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000029.pdf

000030

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インド：日本企
業のインド進出に資する低温貨物鉄道輸送技術の実現可能性調査）調査報告書（英語版）
フロスト・アンド・サ 通商政策局
30.4.24 E007070 FY2017 Study on business opportunity of High-quality Energy Infrastructure to Overseas Business
リバン・ジャパン株 アジア大洋州課南西アジア
Opportunity Analysis on Temperature-Controlled Rail Logistics Industry in India for Japanese Companies 式会社
室
Research Report

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000030.pdf

000033

30.4.24 E007071

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インド：グジャ
ラート州におけるスマート都市開発のインフラ整備の実施可能性調査）報告書（日本語）

通商政策局
株式会社みずほ銀
アジア大洋州課南西アジア
行
室

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000033.pdf

000034

30.4.24 E007072

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インド：グジャ
通商政策局
ラート州におけるスマート都市開発のインフラ整備の実施可能性調査）報告書（英語）
株式会社みずほ銀
アジア大洋州課南西アジア
FY2017 Study on business opportunity of High-quality Energy Infrastructure to Overseas(India: Study on 行
室
possibility of Infrastructure Development in Smart City in Gujarat State)

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000034.pdf

000036

30.4.24 E007073

平成２９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ＩＲ、ＫＰＩの在り方に関する調査）報告 新日本有限責任監 産業技術環境局
書
査法人
大学連携推進室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000036.pdf

000037

30.4.24 E007074

資源エネルギー庁
平成２９年度天然ガスの高度利用に係る事業環境等の調査（ＬＮＧバンカリング等に関する調査・分析）報 株式会社野村総合
電力・ガス事業部ガス市場整
告書
研究所
備室

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000037.pdf

000038

30.4.24 E007075

デロイト トーマツ コ
平成２９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（我が国模倣品被害の課題分析及び
製造産業局
ンサルティング合
課題解決のための方策検討に関する調査）最終報告書
模倣品対策室
同会社

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000038.pdf

000039

30.4.24 E007076

平成２９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（官民合同ミッション等支援事業）報告 独立行政法人日本 製造産業局
書
貿易振興機構
模倣品対策室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000039.pdf

000040

30.4.24 E007077

平成２９年度「平成２８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２８
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～

13 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000040.pdf

000042

30.4.24 E007078 平成２９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

株式会社日本能率 中小企業庁
協会総合研究所 経営支援部商業課
三菱ＵＦＪリサーチ
電力・ガス取引監視等委員会
＆コンサルティング
事務局総務課
株式会社
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000043

30.4.24 E007079 平成２９年度火薬類事故防止対策事業報告書

000022

30.4.20 E007064

000023

30.4.20 E007065 平成２９年度産業経済研究委託事業（事業再編による効率化に関する調査）報告書

ＮＥＲＡエコノミック
コンサルティング
経済産業政策局
（登記名：オリバー
競争環境整備室
ワイマングループ
株式会社）

000027

30.4.20 E007066 平成２９年度商店街活動におけるPDCAサイクル活用促進事業報告書

株式会社三菱総合 中小企業庁
研究所
経営支援部商業課

37.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000027.pdf

000028

30.4.20 E007067 平成２９年度製造基盤技術実態等調査（低品位鉄鉱石の有効活用の可能性に関する調査）報告書

一般財団法人金属
製造産業局
系材料研究開発セ
金属課金属技術室
ンター

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000028.pdf

000906

30.4.20 E007063

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インド共和国：アンドラ・プ
ラデシュ州新州都におけるICT整備に係る事前調査）報告書

通商政策局
株式会社三菱総合
アジア大洋州課南西アジア
研究所
室

000012

30.4.19

平成２９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

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000012.pdf

000019

30.4.19 E007061

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（総合エネルギーサービス等分散型エネル
ギーリソースを活用した新たなエネルギー供給サービス形態に関する調査）調査報告書

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
部新エネルギーシステム課

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000019.pdf

000021

30.4.19 E007062

平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（製造業における安全対策の評価及びその促進等に関する
調査）調査報告書

みずほ情報総研株 製造産業局
式会社
金属課金属技術室

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000021.pdf

000885

30.4.19 E007058

アーサー・ディ・リト 資源エネルギー庁
平成２９年度電力市場環境調査（電力分野におけるグローバル化やデジタル化等の競争力強化の方策に
ル・ジャパン株式会 電力・ガス事業部電力産業・
関する調査・分析）最終報告書
社
市場室

000919

30.4.19 E007059 平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（地域未来牽引企業選定事業）報告書

000015

30.4.13 E007053

平成２９年度対日直接投資促進体制整備等調査（対内直接投資促進体制整備等調査（欧米アジアの外国 株式会社野村総合 貿易経済協力局
企業の対日投資関心度調査））報告書
研究所
投資促進課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000015.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000015-1.zip

000016

30.4.13 E007054

平成２９年度対日直接投資促進体制整備等調査（対内直接投資が我が国にもたらす付随的効果に関する 株式会社野村総合 貿易経済協力局
調査）報告書
研究所
投資促進課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000016.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000016-1.zip

000017

30.4.13 E007055

資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（ソーラーシンギュラリティの影響度等に関す 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
る調査）報告書
研究所
部新エネルギーシステム課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000017.pdf

000018

30.4.13 E007056

平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（熱の需給及び熱供給機器の特性等に関す
る調査）調査報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
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

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000018.pdf

000004

30.4.11 E007046 平成２９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）調査報告書

000005

30.4.11 E007047

E7060

資源エネルギー庁
平成２９年度省エネルギー政策立案のための調査事業（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 部省エネルギー課省エネル
ギー対策業務室

平成２９年度天然ガスの高度利用に係る事業環境等の調査（ガス小売全面自由化広報フォローアップ調
査）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
地域未来投資促進室

株式会社インター
リスク総研

産業保安グループ
製品安全課

資源エネルギー庁
株式会社サーベイ
電力・ガス事業部ガス市場整
リサーチセンター
備室
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000006

30.4.11 E007048

平成２９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 株式会社富士通総 産業技術環境局
告書
研
技術評価室

000007

30.4.11 E007049

平成２９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 株式会社三菱総合 産業保安グループ
書
研究所
電力安全課

000008

30.4.11 E007050

平成２９年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（小型発電用風力設備における事故情報
分析調査）報告書

株式会社三菱総合 産業保安グループ
研究所
電力安全課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000008.pdf

000009

30.4.11 E007051 平成２９年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（風力発電業界の構造調査）最終報告書

デロイト トーマツ コ
産業保安グループ
ンサルティング合
電力安全課
同会社

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000009.pdf

000011

30.4.11 E007052 平成２９年度中小企業の成長期待値評価モデルの実証調査事業報告書

一般社団法人CRD 中小企業庁
協会
事業環境部金融課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000011.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000011-1.zip

000001

30.4.10 E007043 平成２９年度化学物質安全対策（化審法におけるリスク評価の加速化等に関する調査）調査報告書

製造産業局
株式会社住化分析
化学物質管理課化学物質安
センター
全室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000001.pdf

000002

30.4.10 E007044

平成２９年度化学物質安全対策（難水溶性物質の対水溶解度測定のあり方及び第一種特定化学物質含
有製品等の安全性に関する調査）報告書

製造産業局
株式会社住化分析
化学物質管理課化学物質安
センター
全室

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000002.pdf

000003

30.4.10 E007045

平成２９年度対日直接投資促進体制整備等調査事業（日本企業による海外企業買収等の実態及び動向
に係る調査・研究事業）調査報告書

デロイト トーマツ コ
貿易経済協力局
ンサルティング合
投資促進課
同会社

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000003.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000003-1.zip

000895

30.4.10 E007039 平成２９年度火薬類国際化対策事業報告書

公益社団法人全国 産業保安グループ
火薬類保安協会 鉱山・火薬類監理官付

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000895.pdf

000911

30.4.10 E007040

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（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

高圧ガス保安協会

000912

30.4.10 E007041

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（パキスタン・イ
スラム共和国：国内炭活用実態及び有効利用についての基礎調査）ファイナルレポート

一般財団法人石炭
貿易経済協力局
エネルギーセン
通商金融課
ター

000915

30.4.10 E007042

平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（アゼルバイジャ ＰｗＣアドバイザ
ン共和国：都市交通市場への参入可能性調査）報告書
リー合同会社

貿易経済協力局
通商金融課

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000915.pdf

000907

30.4.4 E007028

平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（市場メカニズムを活用した産業保安及び製品安全政策 アクセンチュア株
に関する調査）報告書
式会社

産業保安グループ
製品安全課

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000907.pdf

000908

国立研究開発法人 資源エネルギー庁
30.4.4 E007029 平成２９年度原子力の利用状況等に関する調査（革新的原子炉の研究開発動向等に関する調査）報告書 日本原子力研究開 電力・ガス事業部原子力政策
発機構
課

000909

30.4.4 E007030

平成２９年度新エネルギー等導入促進基礎調査委託事業（地域防災拠点施設への分散型電源普及拡大 株式会社四電技術 四国経済産業局
に向けた調査）調査報告書
コンサルタント
資源エネルギー環境課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000909.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000909-1.zip

000913

30.4.4 E007031

平成２９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）ガーナ共和国：テマ港洋上火力発電・海水淡水化事業調査報告書（和文）

三菱重工業株式会 貿易経済協力局
社
通商金融課資金協力室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000913.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000913-1.zip

000914

30.4.4 E007032

平成２９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）ガーナ共和国：テマ港洋上火力発電・海水淡水化事業調査報告書（英文）
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries in FY2017 Study on Power and Water
Supply on Barge at Tema Port in Republic of Ghana Final Report for Publish

三菱重工業株式会 貿易経済協力局
社
通商金融課資金協力室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000914.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000914-1.zip

000917

30.4.4 E007033

資源エネルギー庁
平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（分散型エネルギーシステムを活用したリソー 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
スアグリゲーションビジネスの普及に係る調査）報告書
研究所
部新エネルギーシステム課

産業保安グループ
ガス安全室
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3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000006.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000006-1.zip

25.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000007.pdf

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000911.pdf

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000912.pdf

10.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000908.pdf

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000917.pdf
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000918

掲載日

ファイル
コード

30.4.4 E007034

委 託 調 査 報 告 書 名
平成２９年度地域経済産業活性化対策等調査・分析事業 （平成２９年度データに基づく地域未来牽引企
業調査事業)最終報告書

委託事業者名

担当課室名

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

株式会社帝国デー 地域経済産業グループ
タバンク
地域経済産業政策課

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000918.pdf

ＨＰアドレス（データ）

000880

30.3.29 E007022 平成２９年度商取引適正化・製品安全に係る事業（屋外式カセットストーブの基準策定）報告書

一般財団法人日本 産業保安グループ
ガス機器検査協会 製品安全課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000880.pdf

000886

30.3.29 E007023 平成２９年度電力市場環境調査（スマートメーターのデータ活用の促進等に関する調査）報告書

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

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000886.pdf

000887

30.3.29 E007024

株式会社ＮＩインテ 資源エネルギー庁
平成２９年度電力市場環境調査（質の高い電力インフラを確保するための発電分野における人材育成・資
リジェントイニシア 電力・ガス事業部電力産業・
格制度の調査・分析）調査報告書
ティブ
市場室

9.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000887.pdf

000892

30.3.29 E007025

三菱ＵＦＪリサーチ
平成２９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（デジタル貿易に関連する規制等
通商政策局
＆コンサルティング
に係る調査）調査報告書
通商機構部参事官付
株式会社

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000892.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000892-1.zip

000898

30.3.29 E007026 平成２９年度電力設備電磁界情報調査提供事業報告書

一般財団法人電気 産業保安グループ
安全環境研究所 電力安全課

000890

30.3.26 E007021 平成２９年度産業経済研究委託事業（企業法務先進国における法務部門実態調査）報告書

ＮＥＲＡエコノミック
コンサルティング
経済産業政策局
（登記名：オリバー
競争環境整備室
ワイマングループ
株式会社）

000854

30.3.20 E007001 平成２９年度官公需適格組合便覧の作成等事業（官公需適格組合便覧の作成）報告書

株式会社ゴーセー

000855

30.3.20 E007002

000868

平成２９年度石油ガス等供給事業の保安確保に向けた安全管理技術の調査等事業（ガス工作物技術基
30.3.20 E007003 準適合性評価等（センシング技術を活用したリアルタイム導管被害予測手法の高度化に向けた技術調
査））報告書

一般社団法人日本 産業保安グループ
ガス協会
ガス安全室

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000868.pdf

000873

30.3.20 E007004 平成２９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 産業保安グループ
火薬類保安協会 鉱山・火薬類監理官付

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000873.pdf

000874

30.3.20 E007005 平成２９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 産業保安グループ
火薬類保安協会 鉱山・火薬類監理官付

000875

30.3.20 E007006

平成２９年度製造基盤技術実態等調査事業（住宅市場における担い手不足解消に向けた生産性向上可
能性調査）報告書

000876

30.3.20 E007007

商務情報政策局
平成２９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
情報産業課環境リサイクル
する調査）報告書
研究所
室

000877

30.3.20 E007008 平成２９年度石油産業体制等調査研究（石油ガス国際市場調査）報告書

000878

30.3.20 E007009

平成２９年度水素導管供給システムの安全性評価事業（総合調査（水素導管供給に関する安全性評価等 一般財団法人日本 産業保安グループ
調査））報告書
ガス機器検査協会 ガス安全室

15.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000878.pdf

000858

30.3.13 E007000

平成２９年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（電気保安人材の中長期的な確保に向け
た調査・検討事業）最終報告書

デロイト トーマツ コ
産業保安グループ
ンサルティング合
電力安全課
同会社

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000858.pdf

三菱ＵＦＪリサーチ
調査統計グループ
＆コンサルティング
構造統計室
株式会社

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000847.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000847-1.zip

000847

中小企業庁
事業環境部取引課

平成２９年度官公需適格組合便覧の作成等事業（官公需適格組合の組合員からの監理・主任技術者の在
中小企業庁
株式会社ゴーセー
籍出向に関する調査）報告書
事業環境部取引課

30.3.9 E006990 平成２９年度商業統計調査の今後の在り方に関する調査研究報告書（概要版）

株式会社創樹社

製造産業局
生活製品課住宅産業室

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
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50.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000898.pdf

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000890.pdf

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000854.pdf

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000855.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000855-1.zip

50.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000874.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000874-1.zip

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000875.pdf

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000876.pdf

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000877.pdf
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000848

掲載日

ファイル
コード

委 託 調 査 報 告 書 名

30.3.9 E006991 平成２９年度商業統計調査の今後の在り方に関する調査研究報告書

委託事業者名

担当課室名

三菱ＵＦＪリサーチ
調査統計グループ
＆コンサルティング
構造統計室
株式会社

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000848.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000848-1.zip

000793

30.2.20 E006958 平成２９年度産業経済研究委託事業（平成２９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

13.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000793.pdf

000807

30.1.29 E006945 平成２９年度産業経済研究委託事業（海外におけるデータ保護制度に関する調査研究）調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
経済産業政策局
＆コンサルティング
知的財産政策室
株式会社

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000807.pdf

大臣官房
株式会社富士通総
総務課危機管理・災害対策
研
室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000718.pdf

資源エネルギー庁
株式会社サーベイ
電力・ガス事業部政策課電力
リサーチセンター
市場整備室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000787.pdf

平成２９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

000718

30.1.4 E006919

000787

30.1.4 E006920 平成２９年度電力市場環境調査（電力小売全面自由化広報フォローアップ調査）報告書

株式会社野村総合 通商政策局
研究所
通商機構部参事官付

ＨＰアドレス（データ）

000650

29.12.13 E006854

平成２９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（環境物品の貿易に関する調査
等事業）最終報告書

000651

29.12.13 E006855

平成２９年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業（平成２８年中小企業実態基本調査）報 株式会社三菱総合 中小企業庁
告書（平成２７年度決算実績）
研究所
事業環境部企画課調査室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000651.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000651-1.zip

000691

29.12.13 E006856

商務情報政策局
平成２９年度電子経済産業省構築事業（国会会議録を対象とした人工知能技術適用検討のための分析等 株式会社野村総合
情報政策課情報プロジェクト
支援事業）
研究所
室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000691.pdf

000538

29.9.20 E006757

平成２９年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インフラ輸出促進に向けた 株式会社野村総合 貿易経済協力局
情報収集及び提供の仕組みに関する基礎調査）最終報告書
研究所
資金協力課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000538.pdf
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18.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000650.pdf

