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000459

03.10.29

平成３０年度石油製品需給適正化調査報告書（事業者調査）

株式会社インテー 資源エネルギー庁
ジリサーチ
資源・燃料部石油流通課

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000459.pdf

000460

03.10.29

平成３０年度石油製品需給適正化調査報告書（入居者調査）

株式会社インテー 資源エネルギー庁
ジリサーチ
資源・燃料部石油流通課

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000460.pdf

000542

03.10.13 E009442

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（自治体の行政手続等における汎用的なデジ 株式会社三菱総合 商務情報政策局
タル技術の導入等に関する調査研究）報告書
研究所
情報プロジェクト室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/030542.pdf

000551

03.10.13 E009444

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（後援名義申請デジタル化等を例とした行政手 Winテクノロジ株式 商務情報政策局
続ＰａａＳ環境の導入実証・調査事業）調査報告書
会社
情報プロジェクト室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000551.pdf

000628

03.8.19 E009263 平成３０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

000029

03.7.30 E009260

000030

03.7.30 E009261 平成３０年度年末通達及び取引条件改善状況に関する調査事業取引条件改善状況調査 調査報告書

000032

03.7.30 E009262

平成３０年度年末通達及び取引条件改善状況に関する調査事業金型に係る取引の調査 調査結果報告
書

000545

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

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/030628.pdf

平成３０年度年末通達及び取引条件改善状況に関する調査事業（長時間労働に繋がる商慣行に関するア 株式会社帝国デー 中小企業庁
ンケート調査）調査報告書
タバンク
事業環境部取引課

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000029.pdf

株式会社帝国デー 中小企業庁
タバンク
事業環境部取引課

15.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/030030.pdf

株式会社帝国デー 中小企業庁
タバンク
事業環境部取引課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/030032.pdf

03.7.30 E009258

平成３０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（法人インフォメーションの保守・運用に関 株式会社日立社会 商務情報政策局
する調査研究）最終報告書
情報サービス
情報プロジェクト室

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/030545.pdf

000547

03.7.30 E009259

平成３０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（法人インフォメーションの機能追加に関
する調査研究）最終報告書

株式会社日立社会 商務情報政策局
情報サービス
情報プロジェクト室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000547.pdf

000477

03.4.20 E008923 平成30年度補正中小企業支援調査（製造業における外国人材技能水準確保事業）報告書

公益社団法人国際
製造産業局総務課
人材革新機構

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/030477.pdf

000187

03.1.28 E008891

000719

02.12.21 E008865

一般財団法人日本
平成３０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、分析・評価結果
資源・燃料部石油流通課
究所

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000719.pdf

000720

02.12.21 E008866

一般財団法人日本
平成３０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

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000720.pdf

000726

02.12.21 E008867 平成３０年度地域経済産業活性化対策調査（福島の現状に関する国内外向け広報・調査事業）報告書

平成３０年度補正国際博覧会政府開催準備事業（２０２５年国際博覧会の登録申請書の作成等に関する
調査等）報告書

株式会社電通

商務・サービスグループ
博覧会推進室

福島復興推進グループ
株式会社MATCHA 福島広報戦略・風評被害対
応室

資源エネルギー庁
平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（中小水力発電の地域との共生・コスト低減に 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
よる自立化に向けた調査）報告書
研究所
部新エネルギー課

224.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020187.pdf

16.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000726.pdf

000009

02.12.4 E008837

000420

02.12.4 E008838 平成３０年度商店街実態調査報告書（概要版）

ランドブレイン株式 中小企業庁
会社
経営支援部商業課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020420.pdf

000421

02.12.4 E008839 平成３０年度商店街実態調査報告書

ランドブレイン株式 中小企業庁
会社
経営支援部商業課

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020421.pdf

000735

02.12.4 E008840

平成３０年度製造基盤技術実態等調査（ビルシステムのサイバーセキュリティ確保に向けた調査）実施報
告書

000820

02.12.4 E008841

平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタルトランスフォーメーション促進に向 株式会社野村総合 商務情報政策局
けた産業動向及び政策動向調査）調査報告書
研究所
情報産業課

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

1 / 38 ページ

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020009.pdf

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010735.pdf

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000820.pdf
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02.10.29 E008819 平成３０年度電力需給対策広報調査事業

委託事業者名

担当課室名

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
部省エネルギー課

平成30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
産業技術環境局
02.10.16 E008797 性調査）「インドの既存製油所・プロセスプラント等に対する省エネルギー対策助成制度導入に向けた、エ 横河電機株式会社
地球環境連携室
ネルギー最適化ソリューション適用によるCO2削減の実現性調査」調査報告書
平成30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）「インドの既存製油所・プロセスプラント等に対する省エネルギー対策助成制度導入に向けた、エ
産業技術環境局
02.10.16 E008798 ネルギー最適化ソリューション適用によるCO2削減の実現性調査」調査報告書（英語版）FY2018
横河電機株式会社
地球環境連携室
Investigaton on Infrastructure Development for Acquisition of joint Credit (Quantification of initernational
contribution and JCM feasibility study)
株式会社エヌ・
平成30年度補正国際博覧会政府開催準備事業（2025年国際博覧会のテーマ具体化に係る調査等）報告
商務・サービスグループ
02.10.12 E008758
ティ・ティ・データ経
書
博覧会推進室
営研究所

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

177.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000385.pdf

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000701.pdf

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010702.pdf

71.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020188.pdf

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管
理政策課技術調査室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020221.pdf

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

93.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020296.pdf

000221

02.10.12 E008759

平成30年度補正安全保障貿易管理対策事業（ビックデータを活用した情報収集基盤・情報活用強化に関 株式会社
する調査）調査報告書
FRONTEO

000296

02.10.12 E008760

平成３０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３１年経済産業省特定業種石油等
消費統計調査)(国庫債務負担行為に係るもの)報告書

000310

02.10.12 E008768

平成３０年度化学物質安全対策（化学兵器禁止条約分野におけるアジア諸国等との協力に関する調査）
調査報告書

000364

02.10.12 E008761

平成３０年度地域経済産業活性化対策調査（自動車産業の変革の潮流を踏まえた新たな付加価値の創
出とサプライチェーンの強化に関する調査）調査報告書

製造産業局
一般社団法人産業
化学物質管理課化学兵器・
環境管理協会
麻薬原料等規制対策室
関東経済産業局地域経済部
先端産業支援課自動車産業
みずほ情報総研株
室（現：関東経済産業局産業
式会社
部製造産業課航空宇宙・自
動車産業室）

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020310.pdf

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000364.pdf

000229

02.9.17 E008734 平成３０年度製造基盤技術実態等調査事業（素形材産業における取引条件改善調査）

一般財団法人素形 製造産業局
材センター
素形材産業室

15.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020229.pdf

000230

02.9.17 E008735 平成30年度取引条件改善事業（型管理（保管・廃棄等）に関する調査分析）報告書

株式会社野村総合 製造産業局
研究所
素形材産業室

13.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000230.pdf

000243

02.9.17 E008736

000289

平成30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（我が国企業によ EY新日本有限責 資源エネルギー庁
02.9.17 E008737 るインフラの海外展開促進調査事業）ウズベキスタン共和国における熱供給所向け高効率熱電併給設備 任監査法人、川崎 省エネルギー・新エネルギー
更新導入事業実施可能性調査報告書
重工業株式会社 部政策課国際室

000817

02.9.17 E008738

平成３０年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（新規分野の国際ルールイ
ンテリジェンスに関する調査（分散エネルギーマネジメントシステム分野における日本のインフラ輸出に必 一般財団法人SFC 商務情報政策局
要な国際標準調査（マレーシアを焦点国としたASEANにおける国際標準の必要性調査）））エネルギーセク フォーラム
情報経済課
ターの国際標準技術へのマレーシア参加に関する白書

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000817.pdf

000818

平成３０年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（新規分野の国際ルールイ
ンテリジェンスに関する調査（分散エネルギーマネジメントシステム分野における日本のインフラ輸出に必
一般財団法人SFC 商務情報政策局
02.9.17 E008739 要な国際標準調査（マレーシアを焦点国としたASEANにおける国際標準の必要性調査）））エネルギーセク
フォーラム
情報経済課
ターの国際標準技術へのマレーシア参加に関する白書（英語版）The White Paper for Malaysia to
participate the international standard technologies in Energy Sector.

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000818.pdf

000869

02.9.17 E008740 平成３０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

株式会社エヌ・
平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（中小・小規模事業者や消費者向け普及・啓発事
商務・サービスグループ
ティ・ティ・データ経
業／消費者向けインセンティブ措置の調査事業）
消費・流通政策課
営研究所

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

000787

02.7.3 E008549

資源エネルギー庁
平成３０年度省エネルギー政策立案のための調査事業（自動車におけるエネルギー性能の評価方法に関 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
する調査検討事業）最終報告書
研究所
部省エネルギー課

000816

02.7.3 E008548

アーサー・ディ・リト
平成30年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（新規分野の国際ルールイン
商務情報政策局
ル・ジャパン株式会
テリジェンスに関する調査（モビリティサービスに係る国際標準化戦略に係る調査研究））
情報経済課
社

2 / 38 ページ
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5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000243.pdf
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平成３０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
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000615

02.6.11 E008474

000630

02.6.11 E008475 平成３０年度発電所の環境影響評価審査に係る調査委託費（風力発電に係る審査の具体化） 報告書

000703

02.6.11 E008476

000725

02.6.11 E008477 平成３０年度地域経済産業活性化対策委託費（福島復興に向けた広報の効果測定・調査事業）

福島復興推進グループ
みずほ情報総研株
福島広報戦略・風評被害対
式会社
応室

14.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000725.pdf

000727

02.6.11 E008478 平成３０年度中小企業実態調査委託費（福島への交流人口拡大に向けた実態調査事業）

福島復興推進グループ
みずほ情報総研株
福島広報戦略・風評被害対
式会社
応室

15.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010727.pdf

000728

02.6.11 E008479

平成３０年度地域経済産業活性化対策調査委託費（福島復興推進情報の理解促進に係る広報・調査事
業）報告書

福島復興推進グループ
株式会社ＣＯＣＯＯ
福島広報戦略・風評被害対
Ｎ ＬＡＢＯ
応室

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000728.pdf

000729

02.6.11 E008480

三菱UFJリサーチ 資源エネルギー庁
平成３０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
＆コンサルティング 省エネルギー・新エネルギー
事業）報告書
株式会社
部省エネルギー課

000732

02.6.11 E008481

三菱ＵＦＪモルガ
平成30 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
報告書
地球環境連携室
株式会社

000046

02.6.10 E008467

平成３０年度下請事業者との取引状況調査票等の印刷及び封入・発送並びに調査回答入力作業等に関
する委託事業

株式会社東京商工 中小企業庁
リサーチ
事業環境部取引課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/020046.pdf

000821

02.6.10 E008468

平成３０年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（医療情報に関する情報サービス及び安
全管理における産業動向及び政策動向調査）調査報告書

株式会社NTTデー 商務情報政策局
タ経営研究所
情報産業課

4.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000821.pdf

000824

02.6.10 E008469

資源エネルギー庁
平成30年度電力需給・系統関連調査事業（電力流通に係る事業者別CO２排出係数の算定・集計・分析等 みずほ情報総研株
電力・ガス事業部電力基盤整
業務）報告書
式会社
備課

000864

02.6.10 E008470

平成30年度製造基盤技術等実態調査事業「二輪車販売店の経営実態及び今後のあり方に関する調査」
調査報告書

000865

02.6.10 E008471

平成30年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（【中国】中国における事業環境に 一般財団法人日中 通商政策局
関する調査）調査報告書
経済協会
北東アジア課

000867

02.6.10 E008472 平成３０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

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000867.pdf

000868

02.6.10 E008473 平成３０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

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000868.pdf

000623

02.5.28 E008442 平成３０年度健康寿命延伸産業創出推進事業（健康経営普及推進等事業）調査報告書

株式会社日本総合 商務・サービスグループ
研究所
ヘルスケア産業課

53.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000623.pdf

000626

02.5.28 E008443 平成３０年度発電所の環境影響評価審査に係る調査委託費（洋上風力発電所調査等手法の検討）報告書

公益財団法人海洋 産業保安グループ
生物環境研究所 電力安全課

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000626.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000626-1.zip

000783

02.5.28 E008444

000784

000786

平成３０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

株式会社建設環境 産業保安グループ
研究所
電力安全課
資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
電力・ガス事業部原子力発電
研究所
所事故収束対応室

株式会社エヌ・
製造産業局
ティ・ティ・データ経
自動車課
営研究所

64.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000615.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000615-1.zip

12.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000630.pdf

8.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010703.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010703-1.zip

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010729.pdf

89.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010732.pdf

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000824.pdf

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000864.pdf

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000865.pdf

資源エネルギー庁
平成３０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

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000783.pdf

02.5.28 E008445 平成３０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

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

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000784.pdf

02.5.28 E008450 平成30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

株式会社大和総研

3 / 38 ページ

商務情報政策局
情報経済課

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000786.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000786-1.zip
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000788

02.5.28 E008446

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成30年度原子力の利用状況等に関する調査（国内外の原子力政策・法制度に関する動向調査）調査報
エネルギー経済研 電力・ガス事業部原子力政策
告書
究所
課

000814

02.5.28 E008447

平成３０年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(デジタル市場に係る法的論点に関する調 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

19.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000814.pdf

000815

02.5.28 E008448

平成３０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ＡＩ・データ契約について 株式会社NTTデー 商務情報政策局
の在るべきルールに関する調査研究）調査報告書
タ経営研究所
情報経済課

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000815.pdf

000819

02.5.28 E008449

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（ESG投資を活用した産業保安等に関する調査）報
告書

000653

02.5.11 E008406

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（Ｍ＆Ａに関する ホワイト＆ケースＬ 経済産業政策局
調査）報告書
ＬＰ
産業組織課

000693

平成３０年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（新規分野の国際ルールイ
株式会社竹中工務 製造産業局
02.5.11 E008407 ンテリジェンスに関する調査（都市型水上ロボットの社会実装と国際標準化戦略策定に向けた課題分析に
店
産業機械課ロボット政策室
関する調査））報告書

000694

02.5.11 E008408

平成３０年度製造基盤技術実態等調査（人とロボットの協調作業を実装したロボットシステムの設計手法
の確立に向けた調査）調査報告書

000695

02.5.11 E008409

株式会社エヌ・
平成３０年度製造基盤技術実態等調査（諸外国でのロボットに関わる企業活動及び研究開発の動向に関
製造産業局
ティ・ティ・データ経
する追加的実態調査）
産業機械課ロボット政策室
営研究所

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000695.pdf

000718

02.5.11 E008410

平成３０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（国内石油製品取引慣
行等に関する実態調査）調査報告書

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

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000718.pdf

000730

02.4.27 E008386

平成３０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

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

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000730.pdf

000733

02.4.27 E008387

平成３０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）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

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000733.pdf

000734

02.4.27 E008388

平成３０年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（ビルシステムのサイバーセキュリティ確保に向けた 株式会社野村総合 商務情報政策局
調査）調査報告書
研究所
サイバーセキュリティ課

000736

02.4.27 E008389 平成30年度ビッグデータを活用した商業動態統計調査の実施・結果検証及び新指標開発事業 報告書

000737

02.4.27 E008405

平成３０年度平常時及び緊急時における石油需給動向等調査費事業（石油統計調査のシステム的な観点 株式会社日立製作 資源エネルギー庁
による集計、出力方法等の見直しに関する調査） 調査報告書
所
資源・燃料部政策課

000740

02.4.27 E008392

公益財団法人地球
平成30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
産業技術環境局
環境産業技術研究
暖化抑制に係る取組指針の科学的根拠について））
地球環境連携室
機構

000744

02.4.27 E008394 平成３０年度電力市場環境調査（諸外国の電気計量制度の詳細調査分析）報告書

000745

02.4.27 E008395

一般財団法人石炭 資源エネルギー庁
平成30年度 電力市場環境調査 （国際電力市場セミナー等を通じた欧米電力自由化市場の現状と課題の
エネルギーセン
電力・ガス事業部政策課電力
分析･調査）報告書
ター
産業・市場室

50.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010745.pdf

000715

02.4.24 E008376

公益財団法人地球
平成３０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

29.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000715.pdf

000716

02.4.24 E008377

平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（太陽光発電設備の廃棄等費用及び適正処
理の在り方に関する調査）最終報告書

アクセンチュア株
式会社

産業保安グループ
保安課

株式会社エヌ・
製造産業局
ティ・ティ・データ経
産業機械課ロボット政策室
営研究所

ジーエフケーマー 調査統計グループ調査分析
ケティングサービス 支援室,調査統計グループ
ジャパン株式会社 サービス動態統計室

三菱UFJリサーチ& 資源エネルギー庁
コンサルティング株 電力・ガス事業部電力産業・
式会社
市場室

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

4 / 38 ページ

ＨＰアドレス（データ）

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000788.pdf

26.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000819.pdf

94.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000653.pdf

40.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000693.pdf

25.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000694.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000694-1.zip

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000734.pdf

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010736.pdf

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010737.pdf

17.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010740.pdf

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010744.pdf

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010716.pdf
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同会社
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000717

02.4.24 E008378

000721

02.4.24 E008379 平成30年度地方創生に向けたスタートアップエコシステム整備促進に関する調査事業報告書

000722

02.4.24 E008380

北海道経済産業局
平成３０年度地域経済産業活性化対策調査事業（ＡＩ・ビッグデータ活用による、道内宿泊事業者の生産性 株式会社道銀地域
地域経済部 情報・サービス
向上とＩＴ企業の新規ビジネス創出可能性調査）委託報告書
総合研究所
政策課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010722.pdf

000723

02.4.24 E008381

資源エネルギー庁
平成３０年度省エネルギー政策立案のための調査事業（既存建築物のＺＥＢ化推進に向けた調査）調査報 株式会社野村総合
省エネルギー・新エネルギー
告書
研究所
部省エネルギー課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000723.pdf

000724

02.4.24 E008382

資源エネルギー庁
平成３０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の対象となる建材の普及 株式会社野村総合
省エネルギー・新エネルギー
及び価格の動向等に関する調査）調査報告書
研究所
部省エネルギー課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000724.pdf

000705

02.4.22 E008366

デロイト トーマツ コ
平成３０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

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000705.pdf

000706

02.4.22 E008367 平成30年度国際エネルギー情勢調査（インドにおける電動自動車普及政策に関する調査・分析）

一般財団法人日本
製造産業局
エネルギー経済研
自動車課
究所

9.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010706.pdf

東京電力ホール
ディングス株式会
社

製造産業局
自動車課

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010707.pdf

東京電力ホール
ディングス株式会
社

製造産業局
自動車課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010708.pdf

豊田通商株式会
社、株式会社エッ
クス都市研究所

製造産業局
自動車課

22.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000709.pdf

豊田通商株式会
社、株式会社エッ
クス都市研究所

製造産業局
自動車課

14.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000710.pdf

000707

000708

000709

000710

平成30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可能性調査事業（我が国企業によるイ
02.4.22 E008368 ンフラの海外展開促進調査事業）サウジアラビア王国・電気自動車の充電インフラビジネス可能性調査事
業調査報告書
平成30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可能性調査事業（我が国企業によるイ
ンフラの海外展開促進調査事業）サウジアラビア王国・電気自動車の充電インフラビジネス可能性調査事
02.4.22 E008369
業調査報告書【英語版】FY2018 Feasibility Study for Overseas Development of High Quality Energy
Infrastructure Report of Feasibility of EV Charging Infrastructure for the Kingdom of Saudi Arabia
平成30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可能性調査業務（我が国によるインフ
02.4.22 E008370 ラの海外展開促進調査事業）インドグジャラート州における電動車両の電池リユースによる新バリュー
チェーン構築事業報告書
平成30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可能性調査業務（我が国によるインフ
ラの海外展開促進調査事業）インドグジャラート州における電動車両の電池リユースによる新バリュー
02.4.22 E008371 チェーン構築事業報告書【英語】Feasibility Study of a Project for Establishing High-quality Energy
Infrastructure outside Japan in 2018(Study project for promoting overseas infrastructure development by
Japanese enterprises) Development of a new value chain by reusing batteries of electric vehicles in

株式会社ＹＭＦＧ
ＺＯＮＥプラニング

中国経済産業局
総務企画部企画調査課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000717.pdf

24.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010721.pdf

000711

02.4.22 E008372

平成30年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費 新規分野の国際ルールイ
ンテリジェンスに関する調査（「空飛ぶクルマ」含めた電動航空機の国際標準化戦略に係る調査研究）

マッキンゼー・アン
ド・カンパニー・イン 製造産業局
コーポレイテッド・ 航空機武器宇宙産業課
ジャパン

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000711.pdf

000712

02.4.22 E008373

平成30年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（経済産業省のデジタルトランスフォーメーショ
ンに関する効果的な研修手法の調査研究）報告書

株式会社ＮＴＴデー 商務情報政策局
タ経営研究所
総務課情報プロジェクト室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000712.pdf

000713

02.4.22 E008374 平成30年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（IMI情報共有基盤推進事業）調査報告書

独立行政法人情報
商務情報政策局
処理推進機構
総務課情報プロジェクト室
(IPA)

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000713.pdf

000714

02.4.22 E008375

平成30年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（サービスカタログ等公共サービス情報の国際 株式会社アスコエ 商務情報政策局
連携に関する調査研究）報告書
パートナーズ
総務課情報プロジェクト室

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000714.pdf

000689

02.4.20 E008359

デロイト トーマツコ
平成３０年度製造基盤技術実態等調査（空飛ぶクルマの技術開発と制度整備に関する海外動向調査）調
製造産業局
ンサルティング合
査報告書
総務課
同会社

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000689.pdf

000690

02.4.20 E008360

デロイト トーマツコ
平成３０年度製造基盤技術実態等調査（空飛ぶクルマの技術開発と制度整備に関する海外動向調査）調
製造産業局
ンサルティング合
査報告書（英語版）The research of development and regulations of air mobility in foreign contries"
総務課
同会社

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000690.pdf

000691

02.4.20 E008354

三菱UFJリサーチ
平成３０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）調査
製造産業局
＆コンサルティング
報告書
ものづくり政策審議室
株式会社

22.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000691.pdf

000692

02.4.20 E008355 平成３０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）調査報告書

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

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000692.pdf
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000696

02.4.20 E008361

平成30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 株式会社三菱総合 産業技術環境局
及び定量化等に関する人材育成事業）報告書
研究所
環境政策課地球環境連携室

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010696.pdf

000697

02.4.20 E008362

平成３０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（ベトナム、インドネシアにおける低炭 株式会社三菱総合 産業技術環境局
素技術・製品の普及可能性調査及び定量化等に関する普及支援事業）報告書
研究所
環境政策課地球環境連携室

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000697.pdf

000698

02.4.20 E008363

000699

平成３０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（ベトナム、インドネシアにおける低炭
素技術・製品の普及可能性調査及び定量化等に関する普及支援事業）報告書(英文)JCM Infrastructure 株式会社三菱総合 産業技術環境局
Development Research Project 2018 (Investigation of the spread potential of low carbon technologies
研究所
環境政策課地球環境連携室
and producs and support project for quantification, etc in Vietnam and Indonesia)
株式会社エヌ・
製造産業局
02.4.20 E008356 平成３０年度安全保障貿易管理対策事業（重要技術生産基盤調査）報告書
ティ・ティ・データ経
製造産業技術戦略室
営研究所

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000698.pdf

17.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000699.pdf

みずほ情報総研株 製造産業局
式会社
製造産業技術戦略室

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000700.pdf

平成30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（CASE時代における次世
代技術動向調査）

デロイトトーマツコ
製造産業局
ンサルティング合
自動車課
同会社

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000704.pdf

02.4.17 E008345

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム国・介護インフラ
展開促進調査事業）調査報告書

デロイトトーマツ
ファイナンシャルア 貿易経済協力局
ドバイザリー合同 貿易振興課
会社

39.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000668.pdf

000669

02.4.17 E008346

平成３０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（インド国：太陽 株式会社野村総合 貿易経済協力局
光発電用シリコンウェハー製造工場設立・運営調査事業）調査報告書
研究所
貿易振興課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000669.pdf

000670

02.4.17 E008347

平成３０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（ベトナム国・セ 株式会社NTTデー 貿易経済協力局
メント工場排熱利用発電事業実施可能性調査事業）調査報告書
タ経営研究所
貿易振興課

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000670.pdf

000671

平成３０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（スリランカ国・
貿易経済協力局
02.4.17 E008348 エネルギーセキュリティ強化に向けた太陽光発電・蓄電池システム導入に関する事業性検討事業）調査報 東電設計株式会社
貿易振興課
告書

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000671.pdf

000672

02.4.17 E008349

000673

平成３０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
02.4.17 E008350 国・再生可能エネルギーを安定供給するエネルギー・マネジメント・システムを活用したマイクログリッド向
け発電に関する事業実施可能性調査事業）調査報告書

000674

000700

02.4.20 E008357 平成３０年度製造基盤技術実態等調査（我が国の製造基盤技術の実態等に関する調査） 報告書

000704

02.4.20 E008358

000668

T.T.Network
平成３０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（カンボジア王国
Infrastructure
IoT等を利用した基幹系統運転保守事業支援システム実現可能性調査事業）報告書
Japan株式会社

貿易経済協力局
貿易振興課

9.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000672.pdf

貿易経済協力局
貿易振興課

18.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000673.pdf

02.4.17 E008351

平成３０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（インフラ・システ 株式会社野村総合 貿易経済協力局
ム輸出基盤調査）調査報告書
研究所
貿易振興課

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000674.pdf

000675

02.4.17 E008352

平成３０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（競合国のインフラ海外展
開支援の状況に係る調査）に関する調査報告書

株式会社ボストン
貿易経済協力局
コンサルティンググ
貿易振興課
ループ

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000675.pdf

000687

02.4.17 E008353 平成３０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企業動向調査）報告書

000636

02.4.15 E008342

一般財団法人日本
平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（小規模自治体におけるオープンデータを活用
商務情報政策局
情報経済社会推進
した事業機会創出に関する調査研究）事業報告書
総務課情報プロジェクト室
協会

25.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000636.pdf

000637

02.4.15 E008343

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（法人インフォメーションの保守・運用に関する 株式会社日立製作 商務情報政策局
調査研究）調査報告書
所
総務課情報プロジェクト室

8.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000637.pdf

000638

02.4.15 E008344

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（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

000640

02.4.13 E008338

独立行政法人国際
平成30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 協力機構,株式会 貿易経済協力局
画調査）作成事業）ベトナム国化学物質管理強化プロジェクトファイナルレポート
社エックス都市研 技術・人材協力課
究所

株式会社九電工

公益財団法人未来 製造産業局
工学研究所
総務課

株式会社日立社会 商務情報政策局
情報サービス
総務課情報プロジェクト室

6 / 38 ページ

12.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000687.pdf

45.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000638.pdf

33.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000640.pdf

ＨＰアドレス（データ）

平成３０年度 委託調査報告書 ＨＰ掲載一覧
管理番号

掲載日

ファイル
コード

委 託 調 査 報 告 書 名

委託事業者名

担当課室名

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

000641

独立行政法人国際
平成30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
協力機構,株式会 貿易経済協力局
02.4.13 E008339 画調査）作成事業）ベトナム国化学物質管理強化プロジェクトファイナル・レポート (英語版)Project for
社,エックス都市研 技術・人材協力課
Strengthening Chemicals Management in Vietnam FINAL REPORT
究所

32.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000641.pdf

000642

02.4.13 E008330

独立行政法人国際
平成30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
貿易経済協力局
協力機構,合同会
画調査）作成事業）開発調査等実施済案件現状調査報告書
技術・人材協力課
社 適材適所

24.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000642.pdf

000677

02.4.10 E008340

アーサー・ディ・リト
平成30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
製造産業局
ル・ジャパン株式会
モビリティサービスの海外動向・国内事業性の調査）
自動車課
社

52.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000677.pdf

000678

02.4.10 E008331

商務・サービスグループ
平成30年度産学連携サービス経営人材育成事業（高度デザイン人材育成の在り方に関する調査研究）調
株式会社コンセント クールジャパン政策課デザイ
査報告書
ン政策室

25.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000678.pdf

000679

02.4.10 E008341

平成３０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の運用に係る方法論及び信
任に関する調査）報告書

000681

02.4.10 E008332

三菱UFJリサーチ
平成３０年度企業取引情報等に基づく地域活性化事業（地域経済分析システムに係るデータ調査事業）調
地域経済産業グループ
＆コンサルティング
査成果報告書
地域経済産業調査室
株式会社

000683

02.4.10 E008333

平成３０年度製造基盤技術実態等調査事業（欧米の小型衛星コンステレーション事業者における技術動
向調査）成果報告書

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

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000683.pdf

000684

02.4.10 E008334

平成30年度「地域経済産業活性化対策委託費」被災12市町村における物資流通ロジスティックス最適化
企画・調査事業 事業報告書

アクセンチュア株
式会社

福島復興推進グループ
福島事業・なりわい再建支援
室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000684.pdf

000685

02.4.10 E008335

平成30年度二国間クレジット取得等のためのインフラ設備調査事業（排出量取引等に係る排出枠の効率
的管理に関する調査研究）調査報告書

株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ

産業技術環境局
地球環境連携室

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000685.pdf

000686

平成30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 CONNEXX
02.4.10 E008336 性調査）（インドにおける中古EVのリユースによる太陽電池利用最大化事業の事業可能性調査）調査報告 SYSTEMS株式会
書
社

産業技術環境局
地球環境連携室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000686.pdf

000688

02.4.10 E008337

平成３０年度経済連携促進のための産業高度化推進事業（インドネシア輸出振興協力事業）調査報告書
Indonesia Industry Advancement towards Indonesia and Japan Economic Partnership Acceleration, 2019

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

000661

02.3.31 E008323

平成３０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プロジェクト実現可能性調査報告書

株式会社デンソー

000662

平成３０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プロジェクト実現可能性調査報告書（英文）
02.3.31 E008322 Infrastructure Development Investigation Project 2018 for Credit Acquisition between Two
Countries(International Contribution Quantification and JCM Feasibility Study)Feasibility Study of the
Project for Promoting the Spread of High-Efficiency Mobile Air Conditioners in Thailand

000663

平成30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 THEパワーグリッド
産業技術環境局
02.3.31 E008324 性調査）（タイ国における温室効果ガス削減にむけた再エネ出力変動電源の電力系統連系対策に関する ソリューション株式
地球環境連携室
ロードマップ検討・作成調査）調査報告書
会社

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000663.pdf

000664

02.3.31 E008325

平成30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
THEパワーグリッド
性調査）（タイ国における温室効果ガス削減にむけた再エネ出力変動電源の電力系統連系対策に関する
産業技術環境局
ソリューション株式
ロードマップ検討・作成調査）調査報告書(英文)METI’s Infrastructure Development Survey for JCM in
地球環境連携室
会社
2018 Roadmap for Variable Renewable Energy（VRE) integration to Power Grid in Thailand

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000664.pdf

000665

平成３０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
02.3.31 E008326 能性調査）（サウジアラビアにおけるＣＣＳ技術を軸とした炭化水素資源の低炭素化による国際貢献定量
化調査）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

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000665.pdf

000666

02.3.31 E008327

平成３０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ＣＣＳ技術を軸とした炭化水素資源の低炭素化による国際貢献定量
化調査）報告書（英文）Study on Quantification of International Contribution through Decarbonization of
Hydrocarbon Resources in Saudi Arabia Using the CCS Technology

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

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000666.pdf

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

産業技術環境局
環境政策課地球環境連携室

産業技術環境局
株式会社デンソー 環境政策課地球環境対策
室、地球環境連携室
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5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000679.pdf

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000681.pdf

27.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010688.pdf

9.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000661.pdf

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000662.pdf
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000651

02.3.30 E008314

平成30年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(認知症対策の社会実装に向けた普及啓発に関す 有限責任監査法人 商務・サービスグループ
る調査)調査報告書
トーマツ
ヘルスケア産業課

19.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000651.pdf

000654

02.3.30 E008315

デロイト トーマツ コ
平成30年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（グループ経営に
経済産業政策局
ンサルティング合
おけるコーポレートガバナンスに関する調査）調査報告書
産業組織課
同会社

13.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000654.pdf

000655

02.3.30 E008316

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（事業再編の実
態等に関する調査）調査報告書

000656

02.3.30 E008317 平成３０年度製造基盤技術実態等調査事業（金属素材産業を巡る技術動向等調査）報告書

JFEテクノリサーチ 製造産業局
株式会社
金属課金属技術室

000657

02.3.30 E008318 平成30年度 創業支援施策のあり方に関する調査事業［最終報告書］

株式会社電通

000659

02.3.30 E008319

000660

02.3.30 E008320 平成30年度化学物質安全対策（フロン類及び指定製品の製造業者等に関する調査）報告書

000633

02.3.25 E008303

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（自治体発行チケット等のオンライン完結プラッ ヤマトシステム開
トフォーム実現に向けた調査事業）調査報告書
発株式会社

000634

02.3.25 E008304

000635

PwC税理士法人

経済産業政策局
産業組織課

中小企業庁経営支援部
創業・新事業促進課

平成３０年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（テレワーク推進に資する先駆的な事例等 株式会社日本能率 商務情報政策局
調査研究）報告書
協会総合研究所 情報技術利用促進課
製造産業局
株式会社野村総合
化学物質管理課オゾン層保
研究所
護等推進室

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000655.pdf

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000656.pdf

25.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000657.pdf

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000659.pdf

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000660.pdf

商務情報政策局
総務課情報プロジェクト室

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000633.pdf

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（継続的・効果的な法人共通認証基盤の在り
方に関する調査研究）調査報告書

みずほ情報総研株 商務情報政策局
式会社
総務課情報プロジェクト室

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000634.pdf

02.3.25 E008305

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（法人共通認証基盤の構築・運用に関する実
証・調査事業）調査報告書

エヌ・ティ・ティ・コ
商務情報政策局
ミュニケーションズ
総務課情報プロジェクト室
株式会社

5.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000635.pdf

000643

02.3.25 E008306

資源エネルギー庁
平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査 分散型エネルギーリソースを活用したアグリ 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
ゲーションビジネスの構築に関する調査報告書
研究所
部新エネルギーシステム課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000643.pdf

000644

02.3.25 E008307

製造産業局
平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 ベトナム国ダナン市新交通 パシフィックコンサ
国際プラント・インフラシステ
システム導入事業実施可能性調査事業 調査報告書（和文）
ルタンツ株式会社
ム・水ビジネス推進室

11.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000644.pdf

000645

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 ベトナム国ダナン市新交通
システム導入事業実施可能性調査事業 調査報告書（英文）
製造産業局
パシフィックコンサ
02.3.25 E008308 Feasibility Study Report for Overseas Deployment of High Quality Infrastructure System FY2018
国際プラント・インフラシステ
ルタンツ株式会社
Feasibility Study Report on the Project to Introduce AGT (Automated Guideway Transit) System in the
ム・水ビジネス推進室
City of Da Nang, Viet Nam

8.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000645.pdf

000646

平成３０年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ニカラグ
製造産業局
02.3.25 E008309 ア国：マナグア市軌道系交通システム整備事業化調査）調査報告書（和文）
日本工営株式会社 国際プラント・インフラシステ
ム・水ビジネス推進室

13.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000646.pdf

000647

平成３０年度質の高いエネルギーインフラシステム海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ニカラグ
ア国：マナグア市軌道系交通システム整備事業化調査）（西文）
製造産業局
02.3.25 E008310 Gestión 2018 Estudio de la viabilidad de proyectos para la difusión de sistemas de infraestructura energé 日本工営株式会社 国際プラント・インフラシステ
tica de alta calidad del Japón en el exterior República de Nicaragua:Informe del estudio para la formulació
ム・水ビジネス推進室
n del proyecto de implementación del Sistema Ferroviario en el municipio de Managua

11.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000647.pdf

000648

02.3.25 E008311

製造産業局
平成３０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 インド国・グジャラート州交
日本電気株式会社 国際プラント・インフラシステ
通系コモンカード事業実施可能性調査報告書（和文）
ム・水ビジネス推進室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000648.pdf

000649

02.3.25 E008312

平成３０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 インド国・グジャラート州交
製造産業局
通系コモンカード事業実施可能性調査報告書（英文）
日本電気株式会社 国際プラント・インフラシステ
FY2018 Study on business opportunity of High-quality Infrastructure to Overseas Feasibility Study
ム・水ビジネス推進室
Common Mobility Card Business in Gujarat India

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000649.pdf
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000650

02.3.25 E008313 平成３０年度アジア産業基盤強化等事業（インド高度人材に関する調査）調査報告書

000620

02.3.24 E008290

000621

平成30年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業（新規分野の国際ルールインテリ
02.3.24 E008291 ジェンスに関する調査（ビル等建物のエネルギー需要抑制及び発電由来ＧＨＧ抑制における国際標準化
戦略に係る調査研究））報告書

000622

02.3.24 E008292

中小企業庁長官官房
「平成３０年度 中小企業・小規模事業者に向けた中小企業支援機関・支援情報検索アプリケーション開発 一般社団法人コー
総務課デジタル・トランス
及び調査事業」報告書
ド・フォー・ジャパン
フォーメーション室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000622.pdf

000624

02.3.24 E008293

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（発電風力設備の工事計画に係る技術適合性審査
における認証制度の活用に関する調査）報告書

株式会社三菱総合 産業保安グループ
研究所
電力安全課

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000624.pdf

000625

02.3.24 E008294

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（洋上風力着床式に関する技術基準と審査方法に関 みずほ情報総研株 産業保安グループ
する調査）報告書
式会社
電力安全課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000625.pdf

000627

02.3.24 E008300

平成３０年度発電所の環境影響評価審査に係る調査委託費（海域調査）洋上風力発電所の環境影響評価 アジア航測株式会 産業保安グループ
検討委員会報告書
社
電力安全課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000627.pdf

000628

02.3.24 E008295

平成３０年度発電所の環境影響評価審査に係る調査委託費（生態系調査）陸上風力発電事業による生態
いであ株式会社
系への環境影響評価の手法と課題 報告書

産業保安グループ
電力安全課

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000628.pdf

000629

02.3.24 E008296 平成３０年度発電所の環境影響評価審査に係る調査委託費（太陽光発電所に係る審査等手法）報告書

株式会社千代田コ 産業保安グループ
ンサルタント
電力安全課

16.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000629.pdf

000631

02.3.24 E008297

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（生涯現役社会の実現に向けた健康・医療産業
の競争力強化に関する調査事業）報告書

株式会社日本総合 商務・サービスグループ
研究所
ヘルスケア産業課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000631.pdf

000632

02.3.24 E008298

一般社団法人日本
平成30年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（企業におけるサイバーセキュリティ体制の構築及び
商務情報政策局
情報システム・ユー
戦略マネジメント層の育成に関する実態調査）報告書
サイバーセキュリティ課
ザー協会

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000632.pdf

000554

02.3.5 E008281

平成３０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）報告書

000610

02.3.5 E008282

株式会社エヌ・
平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（外為法に基づく輸出入の承認等業務の効率
貿易経済協力局
ティ・ティ・データ経
化に向けたデジタル化及びその利用促進に関する調査）最終報告書
貿易管理部貿易管理課
営研究所

000611

02.3.5 E008283

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（ＳＤＧs経営推進 株式会社ＮＴＴデー 経済産業政策局
イニシアティブに係る調査））報告書
タ経営研究所
企業会計室

000612

02.3.5 E008284

平成３０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 独立行政法人日本
製造産業局生活製品課
施報告書
貿易振興機構

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000612.pdf

000613

02.3.5 E008285

平成３０年度皮革関連産業振興対策調査等（皮革関連産業振興対策事業のフォローアップ・評価及び我
が国皮革関連産業の国際競争力強化に関する調査） 調査報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング 製造産業局生活製品課
株式会社

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000613.pdf

000614

02.3.5 E008286

平成３０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（環境負荷削減の「見
える化」に関する検討事業）報告書

みずほ情報総研株 産業技術環境局
式会社
環境経済室

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000614.pdf

000617

02.3.5 E008287

一般財団法人日本
平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（温室効果ガス排出削減のための各国の
産業技術環境局
エネルギー経済研
長期戦略等に関する調査）報告書
環境経済室
究所

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000617.pdf

平成30年度 産業保安等技術基準策定研究開発等（電子商取引における海外規制等に関する動向調査） 株式会社富士通総 産業保安グループ
報告書
研
製品安全課
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

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
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8.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000650.pdf

25.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000620.pdf

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000621.pdf

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000554.pdf

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000610.pdf

11.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000611.pdf
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02.3.5 E008288

委 託 調 査 報 告 書 名

委託事業者名

担当課室名

一般財団法人日本
平成３０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
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

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

ＨＰアドレス（データ）

12.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000618.pdf

000488

02.2.25 E008272 平成３０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

000544

02.2.25 E008273

平成３０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

000495

02.2.12 E008268

平成３０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
（保護主義的措置の背景、特定業種の企業競争に関する調査））最終報告書

デロイト トーマツ コ
通商政策局
ンサルティング合
企画調査室
同会社

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000495.pdf

000602

02.2.12 E008269

平成３０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
（ＡＤ等の貿易制限的措置が世界経済に与える影響に関する調査））報告書

株式会社三菱総合 通商政策局
研究所
企画調査室

41.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000602.pdf

000603

02.2.12 E008270

平成３０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
（企業データベースを活用したグローバルバリューチェーンに関する調査））報告書

ビューロー・ヴァン・
ダイク・エレクトロ 通商政策局
ニック・パブリッシン 企画調査室
グ株式会社

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000603.pdf

000239

02.1.29 E008265

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業 （インバウンド型のクールジャパン政策の在り方
に関する調査）調査報告書

株式会社クニエ

000443

02.1.24 E008264

株式会社エヌ・
平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（ベトナム社会主義共和国との経
通商政策局
ティ・ティ・データ経
済連携に関する調査及び人材育成支援に向けた企画・運営業務）報告書
経済連携課
営研究所

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000443.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000443-1.zip

000185

02.1.20 E008261

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水力発電設備における保安高度化検討事業）に関
株式会社明電舎
する調査報告書

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000185.pdf

000592

02.1.10 E008255

一般財団法人日本
平成３０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

000593

02.1.10 E008254 平成３０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

商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

産業保安グループ
電力安全課

277.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000488.pdf

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000544.pdf

9.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000239.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000239-1.zip

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000592.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

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000593.pdf

000566

02.1.6 E008246 平成３０年度化学物質安全対策（化管法の見直しに関する調査）報告書

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

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000566.pdf

000573

02.1.6 E008247 平成３０年度化学物質安全対策（ＧＨＳ分類ガイダンス等に関する調査）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リ
式会社
スク評価室

183.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000573.pdf

000583

02.1.6 E008248

平成３０年度石油等の安定供給確保に関する調査事業（緊急時の石油安定供給における早期復旧に向
けた調査事業）報告書

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

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000583.pdf

000585

02.1.6 E008249

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（サービス産業における消費者取引等の適正化
に向けた事業者の取組強化に関する調査事業）調査報告書

株式会社エヌ・
商務・サービスグループ
ティ・ティ・データ経 サービス政策課サービス産
営研究所
業室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000585.pdf

000586

02.1.6 E008250

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（スポーツ産業における新たなビジネス展開や国 ＫＰＭＧコンサル
際化に関する調査事業）調査報告書
ティング株式会社

商務・サービスグループ
サービス政策課サービス産
業室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000586.pdf

000445

01.12.24 E008244

三菱UFJリサーチ
平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係事業費（国内外の法人課税に
経済産業政策局
＆コンサルティング
関する調査））報告書
企業行動課
株式会社
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000493

01.12.24 E008245

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化にかかる事業（ＲｅｇＴｅｃｈの海外・国内動向と我が国将来の
規制の在り方に関する調査）報告書

000580

01.12.18 E008241

株式会社神鋼環境
製造産業局
平成３０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（サウジアラビア ソリューション,千代
国際プラント・インフラシステ
国等・再生水システム普及に関するＦＳ調査）調査報告書（和文）
田化工建設株式会
ム・水ビジネス推進室
社,山九株式会社

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000580.pdf

000581

01.12.18 E008242

平成３０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（サウジアラビア
国等・再生水システム普及に関するＦＳ調査）調査報告書（英文）
FY2018 Feasibility Study Report for Overseas Deployment of High Quality Infrastructure System(the
Kingdom of Saudi Arabia, etc. : Feasibility Studyfor Diffusion of the Water Reclamation System)

株式会社神鋼環境
製造産業局
ソリューション,千代
国際プラント・インフラシステ
田化工建設株式会
ム・水ビジネス推進室
社,山九株式会社

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000581.pdf

000341

01.12.16 E008239 平成３０年度政策評価調査事業（エビデンスを創出するための効果分析の設計等に関する調査）報告書

三菱ＵＦＪリサーチ
大臣官房
＆コンサルティング
政策評価広報課
株式会社

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000341.pdf

000577

01.12.16 E008240

平成３０年産業保安等技術基準策定研究開発事業（人生１００年社会における製品安全基盤構築に向け
た高齢者等行動データ取得事業）調査報告書

国立研究開発法人
産業保安グループ
産業技術総合研究
製品安全課
所

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000577.pdf

000574

01.12.12 E008236

平成３０年度中小企業・小規模事業者の事業継続に向けた経営基盤構築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
株式会社

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000574.pdf

000575

01.12.12 E008237

平成３０年度人口減少をはじめとする経済構造変化の下における中小企業のあり方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
株式会社

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000575.pdf

000506

01.11.25 E008233

製造産業局
平成３０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（クウェート国・Ｌ 東洋エンジニアリン
国際プラント・インフラシステ
ＮＧ受入基地向け省エネシステム導入による環境負荷低減検討事業）調査報告書
グ株式会社
ム・水ビジネス推進室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010506.pdf

000507

平成３０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（クウェート国・Ｌ
ＮＧ受入基地向け省エネシステム導入による環境負荷低減検討事業）調査報告書（英文）
製造産業局
東洋エンジニアリン
01.11.25 E008234 Project to Promote Overseas Sales of Quality Energy Infrastructure Systems in Fiscal Year 2018
国際プラント・インフラシステ
グ株式会社
Investigation of Environmental Burden Reduction by Introducing Energy Conservation System to LNG
ム・水ビジネス推進室
Terminal (Kuwait)

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000507.pdf

000152

01.11.19 E008221

三菱ＵＦＪリサーチ
平成３０年度製造基盤技術実態等調査事業（海洋プラスチックごみ問題の解決に資する技術開発動向及
製造産業局
＆コンサルティング
び産業界への適用可能性調査）報告書
素材産業課
株式会社

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000152.pdf

000169

01.11.19 E008222

平成３０年度我が国内外の投資促進体制整備等調査（諸外国等における租税制度及び各国現地子会社
等に対する課税問題に係る調査・研究事業）経済産業省委託調査報告書

ＰｗＣ税理士法人

7.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000169.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000169-1.zip

000199

01.11.19 E008223

平成３０年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（諸外国における省エネルギー規
制等に関する調査）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 省エネルギー・新エネルギー
究所
部政策課国際室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000199.pdf

000246

01.11.19 E008224

平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（水素・燃料電池分野における社会認知度・
影響性調査）報告書

資源エネルギー庁
株式会社電通パブ
省エネルギー・新エネルギー
リックリレーション
部新エネルギーシステム課
ズ
水素・燃料電池戦略室

19.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000246.pdf

000247

01.11.19 E008225

平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（日独における水素導入シナリオに関する調
査）報告書

資源エネルギー庁
一般財団法人日本
省エネルギー・新エネルギー
エネルギー経済研
部新エネルギーシステム課
究所
水素・燃料電池戦略室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000247.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000247-1.zip

000291

01.11.19 E008226 平成３０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調査）報告書

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
資源循環経済課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000291.pdf

貿易経済協力局
投資促進課

11 / 38 ページ

13.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000493.pdf

平成３０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

商務・サービスグループ
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000558

01.11.19 E008227

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（物流・流通分野におけるＣｏｍｐｕｔｅｒ Ｖｉｓｉｏｎ活
用に関する調査）調査報告書

000559

01.11.19 E008228

三菱ＵＦＪリサーチ
平成３０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（西バルカン地域における潜在的
通商政策局
＆コンサルティング
需要等調査）報告書
欧州課
株式会社

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000559.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000559-1.zip

000560

01.11.19 E008229

通商政策局
平成３０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（ＡＰＥＣビジョン研究会の運営を 株式会社野村総合
アジア太平洋地域協力推進
通じたアジア太平洋地域の ビジョン形成にかかる国際経済調査事業）報告書
研究所
室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000560.pdf

000172

三菱日立パワーシ
平成３０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（我が国企業に ステムズ株式会社,
資源エネルギー庁
01.11.11 E008206 よるインフラの海外展開促進調査事業（中国・石炭火力発電に係る我が国の環境高度化技術の中国への 一般財団法人石炭
資源・燃料部石炭課
展開に向けた事業実施可能性調査））報告書
エネルギーセン
ター

15.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000172.pdf

000272

平成３０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 株式会社日本アプ
中小企業庁
01.11.11 E008207 業活動基本調査、法人企業統計調査、海外事業活動基本調査、中小企業実態基本調査に関する再編加 ライドリサーチ研究
事業環境部企画課調査室
工に係る委託事業作業報告書
所

51.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000272.pdf

000274

01.11.11 E008208

一般社団法人日本
平成３０年度労働力調査、就業構造基本調査、賃金構造基本調査、雇用動向調査、個人企業経済調査に
中小企業庁
リサーチ総合研究
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

11.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000274.pdf

000483

平成３０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（我が国企業に 東電設計株式会
01.11.11 E008209 よるインフラの海外展開促進調査事業（チュニジア国・電力課題解決に向けた蓄電池システム導入の事業 社,三菱商事株式
性検討））調査報告書
会社

000501

01.11.11 E008210

一般財団法人石炭
平成３０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（インド国・石炭
産業技術環境局
エネルギーセン
火力発電所の負荷調整と最適運用を可能にするＩｏＴ／ＡＩ活用システムの適用可能性調査事業）報告書
地球環境連携室
ター

24.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000501.pdf

000522

01.11.11 E008211

平成３０年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワー 株式会社日立製作 商務情報政策局
クの構築に関する調査）報告書
所
サイバーセキュリティ課

43.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000522.pdf

000531

01.11.11 E008212

平成３０年度製造基盤技術実態等調査事業（日ＡＳＥＡＮ化学産業労働安全・産業保安イニシアティブにお エンヴィックス有限 製造産業局
けるＡＳＥＡＮ各国の動向に関する調査）報告書
会社
素材産業課

9.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000531.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000531-1.zip

000532

01.11.11 E008213

デロイト トーマツ コ
平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（気候変動をめぐる投資・金融の動向を踏
産業技術環境局
ンサルティング合
まえた企業活動に関する調査事業）調査報告書
環境経済室
同会社

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000532.pdf

000542

01.11.11 E008214

平成３０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案件実現可能性調査（アンゴラ みずほ情報総研株 産業技術環境局地球環境対
の無電化地域における太陽光・蓄電池システムを用いた浄水供給システムの実現可能性調査））報告書 式会社
策室

9.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000542.pdf

000543

01.11.11 E008215 平成３０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

000545

01.11.11 E008216

000550

01.11.11 E008217 平成３０年度産業技術調査事業（大学、企業等における産学官連携の実態に関する調査）報告書

000552

01.11.11 E008218

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

14.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000558.pdf

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000483.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

10.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000543.pdf

一般財団法人日本
平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（新興国の排出量当動向調査）調査報告
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

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/010545.pdf

EY新日本有限責
任監査法人

平成３０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（諸外国における投資環境動向調 ホワイト＆ケース
査））報告書
LLP

産業技術環境局
大学連携推進室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000550.pdf

貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易管
理政策課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000552.pdf
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000553

01.11.11 E008219

平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（グリーン成長戦略の国際連携に向けた
調査事業）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

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000553.pdf

000269

01.11.6 E008187

平成３０年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（我が国におけるデジタルトランスフォー
メーションに向けたシステム調査研究）調査報告書

株式会社ＮＴＴデー 商務情報政策局
タ経営研究所
情報技術利用促進課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000269.pdf

000275

01.11.6 E008188 平成３０年度施策活用中小企業の経営情報の収集・整理に係る委託事業調査報告書

株式会社東京商工 中小企業庁
リサーチ
事業環境部企画課調査室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000275.pdf

000276

01.11.6 E008189 平成３０年度財務情報に基づく中小企業の実態調査に係る委託事業最終報告書

一般社団法人ＣＲ 中小企業庁
Ｄ協会
事業環境部企画課調査室

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000276.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000276-1.zip

000280

01.11.6 E008190

株式会社リクルー
平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（経済産業省のデジタルトランスフォーメーショ
商務情報政策局
トコミュニケーショ
ンに関する広報の実施）報告書
総務課情報プロジェクト室
ンズ

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000280.pdf

000282

01.11.6 E008191

平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）事業化支援事業（販路拡大支援事業）調査 有限責任監査法人 関東経済産業局
報告書（概要版）
トーマツ
産業部製造産業課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000282.pdf

000303

01.11.6 E008192 平成３０年度コンテンツ産業新展開強化事業（国内外のコンテンツ消費傾向等調査）報告書

000317

01.11.6 E008193

000325

01.11.6 E008194 平成３０年度地域経済産業活性化対策調査事業（北海道におけるスポーツ関連産業創出調査）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
地域経済部地域経済課
所

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000325.pdf

000512

01.11.6 E008195 平成３０年度中小企業の雇用状況等に関する調査研究報告書（概要版）

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
株式会社

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000512.pdf

000513

01.11.6 E008196 平成３０年度中小企業の雇用状況等に関する調査研究報告書

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
株式会社

13.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000513.pdf

000514

01.11.6 E008197

平成３０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（ザンビア共和
国：太陽光発電及び蓄電池による電源開発に関する調査）ファイナルレポート

豊田通商株式会社

貿易経済協力局
通商金融課

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000514.pdf

000515

平成３０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（ザンビア共和
国：太陽光発電及び蓄電池による電源開発に関する調査）ファイナルレポート（英語版）
01.11.6 E008198 Feasibility Study Project of Overseas Development for High-Quality Energy Infrastructure in FY2018
(Republic of Zambia：Study on Electric Power Development by Photovoltaic Power Generation and
Storage Battery) Final Report

豊田通商株式会社

貿易経済協力局
通商金融課

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000515.pdf

000516

01.11.6 E008199

平成３０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（ケニア共和国：
貿易経済協力局
豊田通商株式会社
モンバサ港におけるＬＰＧ輸入ターミナル開発に関する調査）最終成果報告書
通商金融課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000516.pdf

000517

01.11.6 E008200

平成３０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（ケニア共和国：
モンバサ港におけるLPG輸入ターミナル開発に関する調査）最終成果報告書（英語版）
貿易経済協力局
豊田通商株式会社
Feasibility Study Project of Overseas Development for High-Quality Energy Infrastructure in FY2018
通商金融課
(Republic of Kenya: Study on LPG Import Terminal Project in the Port of Mombasa) Final report

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000517.pdf

000524

01.11.6 E008201

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（諸外国における 株式会社三菱総合 経済産業政策局
現役世代向け社会保障制度に関する調査研究））報告書
研究所
産業構造課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000524.pdf

PwCコンサルティン
グ合同会社,株式 商務情報政策局
会社ジーニアス
コンテンツ産業課
ホープ

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ＦＡＴＦ第４次審査に向けたクレジットカード・商品 プロティビティ合同 商務・サービスグループ
先物・私設私書箱等関連業界の実効的かつ実現可能な取組に関する調査）報告書
会社
商取引監督課
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000475

平成３０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（我が国企業によるインフラ
製造産業局
株式会社日立製作
01.11.1 E008181 の海外展開促進調査事業（エジプト・アラブ共和国変電所の設備保全および設備更新プロジェクトの可能
国際プラント・インフラシステ
所
ム・水ビジネス推進室
性調査事業））調査報告書

12.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000475.pdf

000476

平成３０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（我が国企業によるインフラ
の海外展開促進調査事業（エジプト・アラブ共和国変電所の設備保全および設備更新プロジェクトの可能
製造産業局
性調査事業））調査報告書（英語版）
株式会社日立製作
01.11.1 E008182
国際プラント・インフラシステ
2018 Overseas Sales Expansion of High-quality Infrastructure Project Implementation Feasibility Study
所
ム・水ビジネス推進室
(Study on Promoting Overseas Infrastructure Expansion by Japanese companies) The Arab Republic of
Egypt Substation Maintenance and Refurbishment Project Feasibility Study Study Report

13.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000476.pdf

000477

01.11.1 E008183

一般財団法人エネ 産業技術環境局
平成３０年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（ミッション・イノベーションを通じた国際連携に
ルギー総合工学研 研究開発課エネルギー・環境
関する取組等調査）報告書
究所
イノベーション戦略室

41.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000477.pdf

000484

01.11.1 E008185

資源エネルギー庁
平成３０年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（インド・系統安定化に関する調整 東京電力パワーグ
省エネルギー・新エネルギー
力市場制度整備にかかる調査）調査報告書
リッド株式会社
部政策課国際室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000484.zip

000485

01.11.1 E008186

平成３０年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（インド・系統安定化に関する調整
資源エネルギー庁
力市場制度整備にかかる調査）調査報告書（英語版）
東京電力パワーグ
省エネルギー・新エネルギー
Feasibility Study on Establishment of Ancillary Market (Regulation Reserve Market) for Power System
リッド株式会社
部政策課国際室
Stabilization in India Summary Report

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000485.zip

000461

01.10.31 E008172

平成３０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

11.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000461.pdf

000462

01.10.31 E008173

平成３０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

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000462.pdf

000464

01.10.31 E008174

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（中小企業支援機関システムの検討・調査）実
株式会社電通
施報告書

中小企業庁
経営支援部技術・経営革新
課

11.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000464.pdf

000468

平成３０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（我が国企業に
製造産業局
ＴＥＰＣＯ ＩＥＣ株式
01.10.31 E008175 よるインフラの海外展開促進調査事業（アジアにおけるセキュアな電力系統運用技術導入による送配電網
国際プラント・インフラシステ
会社
の運用効率化可能性調査））報告書
ム・水ビジネス推進室

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000468.pdf

000469

平成３０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（我が国企業に
よるインフラの海外展開促進調査事業（アジアにおけるセキュアな電力系統運用技術導入による送配電網
の運用効率化可能性調査））報告書（英文）
製造産業局
ＴＥＰＣＯ ＩＥＣ株式
01.10.31 E008176 FY2018 Study on overseas business development of japanese high-quality energy infrastructure (An
国際プラント・インフラシステ
会社
Investigation into Feasibility of Overseas Infrastructure Technology Transfer by Our Country's
ム・水ビジネス推進室
Companies) Pre-Feasibility study on improvement of grid operation by introducing secure power system
operation technology in Asia Final Report

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000469.pdf

000470

平成３０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（我が国企業に
製造産業局
住友電気工業株式
01.10.31 E008177 よるインフラ海外展開に向けた事業実施可能性調査（アジア地域・メーカー及びユーティリティーの連携に
国際プラント・インフラシステ
会社
よる送電分野のＯ＆Ｍ協力等を通じたインフラ輸出の事業実施可能性調査））調査報告書
ム・水ビジネス推進室

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000470.pdf

000471

平成３０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（我が国企業に
よるインフラ海外展開に向けた事業実施可能性調査（アジア地域・メーカー及びユーティリティーの連携に
よる送電分野のO&M協力等を通じたインフラ輸出の事業実施可能性調査））調査報告書（英文）
製造産業局
住友電気工業株式
01.10.31 E008178 2018 Business Feasibility Investigation for Overseas Deployment of High Quality Energy Infrastructure
国際プラント・インフラシステ
会社
Technology (An Investigation into Feasibility of Overseas Infrastructure Technology Transfer by Our
ム・水ビジネス推進室
Country’s Companies) Business Feasibility Investigation into Exporting Infrastructure Technology Backed
by Cooperation between Manufacturers and Utilities in Power Transmission O&M Field Survey Report

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000471.pdf

000472

01.10.31 E008179

株式会社野村総合 製造産業局
平成３０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（タイ国・浮体式
研究所,株式会社Ｉ 国際プラント・インフラシステ
ＬＮＧ発電事業の実施可能性調査）調査報告書
ＨＩ
ム・水ビジネス推進室

12.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000472.pdf
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000473

01.10.31 E008180

平成３０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（タイ国・浮体式
株式会社野村総合 製造産業局
ＬＮＧ発電事業の実施可能性調査）調査報告書（英文）
研究所,株式会社Ｉ 国際プラント・インフラシステ
FY2018 Project on Feasibility Study toward Overseas Expansion of High Quality Energy Infrastructures
ＨＩ
ム・水ビジネス推進室
(Feasibility study on floating LNG power station in Thailand) Final report

000489

01.10.25 E008161

平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（新興国での電力系統安定化に資するプ 株式会社三菱総合 産業技術環境局
ロジェクト組成のための調査事業）報告書
研究所
地球環境連携室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000489.pdf

000497

01.10.25 E008162

平成３０年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（我が国のＣＣＳ技術を用いた国際貢献に向
けた連携事業）報告書

日本エヌ・ユー・エ 産業技術環境局
ス株式会社
地球環境対策室

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000497.pdf

000498

平成３０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（我が国企業に 石油資源開発株式
産業技術環境局
01.10.25 E008163 よるインフラの海外展開促進調査（インドネシア共和国南スマトラ地域における天然ガス田起源ＣＯ2の高 会社,双日株式会
地球環境対策室
効率パイプライン輸送を活用したＣＣＵＳ（ＣＯ2ＥＯＲ）適用拡大の実現可能性調査））報告書
社

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000498.pdf

000499

01.10.25 E008164

公益財団法人地球
平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（我が国におけるＣＣＳの事業モデルに係
産業技術環境局
環境産業技術研究
る調査事業）調査報告書
地球環境対策室
機構

5.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000499.pdf

000500

01.10.25 E008165

公益財団法人地球
平成３０年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（ＣＣＳ国際連携事業（ＣＣＳ関連国際機関等
産業技術環境局
環境産業技術研究
との連携事業））調査報告書
地球環境対策室
機構

8.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000500.pdf

000502

01.10.25 E008166

平成３０年度原子力の利用状況等に関する調査（国内廃止措置の最適化に向けた海外諸国の実態等調
査）報告書

000508

01.10.25 E008167

製造産業局
平成３０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（イラク国南部油 東洋エンジニアリン
国際プラント・インフラシステ
田放散ガスの有効活用とＣＯ2・ＳＯx排出量削減に向けた事業性調査）調査報告書
グ株式会社
ム・水ビジネス推進室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000508.pdf

000509

平成３０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（イラク国南部油
田放散ガスの有効活用とＣＯ2・ＳＯx排出量削減に向けた事業性調査）調査報告書（英文）
製造産業局
東洋エンジニアリン
01.10.25 E008168 Project to Promote Overseas Sales ofQuality Energy Infrastructure Systerms in Fiscal Year 2018
国際プラント・インフラシステ
グ株式会社
Investigation of Possibility 0f Japanese Technology Implementation in Oil / Gas Production Facilities in
ム・水ビジネス推進室
Iraq

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000509.pdf

000510

01.10.25 E008169

製造産業局
平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インドネシア・ＬＮＧ受入基 ＪＦＥエンジニアリン
国際プラント・インフラシステ
地事業の形成に向けた事業実施可能性調査）調査報告書
グ株式会社
ム・水ビジネス推進室

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000510.pdf

000511

01.10.25 E008170

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インドネシア・ＬＮＧ受入基
製造産業局
地事業の形成に向けた事業実施可能性調査）調査報告書（英文）
ＪＦＥエンジニアリン
国際プラント・インフラシステ
Fiscal Year 2018 Feasibility study of the overseas dissemination of high-quality infrastructure (Feasibility グ株式会社
ム・水ビジネス推進室
study on establishing LNG receiving terminal business in Indonesia) Study Report

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000511.pdf

000446

01.10.21 E008148

平成３０年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ－クレジット制度運
営等業務）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

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000446.pdf

000447

01.10.21 E008149

平成３０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
産業技術環境局
環境経済株式会社
係るプログラム型プロジェクトの運営・管理）調査報告書
環境経済室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000447.pdf

000448

01.10.21 E008150 平成３０年度Ｊ－クレジット活用促進支援委託業務成果報告書

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

30.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000448.pdf

000449

01.10.21 E008151

000450

平成３０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（我が国企業に
資源エネルギー庁
東京電力パワーグ
01.10.21 E008152 よるインフラの海外展開促進調査事業（インド国への電圧制御装置・無効電力補償装置の導入を見据えた
省エネルギー・新エネルギー
リッド株式会社
系統解析に基づく最適な無効電カマネジメントに関する事業可能性調査））報告書
部政策課国際室

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

資源エネルギー庁
平成３０年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（インド・電力システム高品質化の 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
ためのロードマップ策定に向けた調査）調査報告書
研究所
部政策課国際室
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000451

平成３０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（我が国企業に
よるインフラの海外展開促進調査事業（インド国への電圧制御装置・無効電力補償装置の導入を見据えた
資源エネルギー庁
東京電力パワーグ
01.10.21 E008153 系統解析に基づく最適な無効電カマネジメントに関する事業可能性調査））報告書（英語版）
省エネルギー・新エネルギー
リッド株式会社
Feasibility Study on Reactive Power Management based on Power System Analysis Including Introduction
部政策課国際室
of Voltage Controller and Reactive Power Compensation Equipment in India Pablic Report

000452

01.10.21 E008154

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（日本版ブロードウェイ構想に関する基盤調査）報 株式会社日本総合 商務・サービスグループ
告書
研究所
クールジャパン政策課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000452.pdf

000453

平成３０年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：新規分野の国際ルールインテリ
株式会社三菱総合 商務情報政策局
01.10.21 E008155 ジェンスに関する調査（サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化に求められる取組の国際標準化
研究所
サイバーセキュリティ課
動向調査））報告書

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000453.pdf

000454

01.10.21 E008156

平成３０年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（ソフトウェアの利活用に関わるセキュリティ確保に
向けた課題に関する調査）調査報告書

株式会社エヌ・
商務情報政策局
ティ・ティ・データ経
サイバーセキュリティ課
営研究所

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000454.pdf

000455

01.10.21 E008157

平成３０年度サイバーセキュリティ経済基盤構築事業（セキュリティ製品の有効性及び脆弱性検証に関す
る調査）報告書

株式会社三菱総合 商務情報政策局
研究所
サイバーセキュリティ課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000455.pdf

000456

01.10.21 E008158 平成３０年度中部地域ものづくり中小企業の事業化支援事業成果報告書

ＰｗＣコンサルティ
ング合同会社

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000456.pdf

000523

01.10.17 E008144

000526

01.10.17 E008145 平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（検品レス普及に向けた実態調査）報告書

000527

中部経済産業局
地域経済部産業技術課

7.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000451.zip

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

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000523.pdf

公益財団法人流通 商務・サービスグループ
経済研究所
消費・流通政策課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000526.pdf

01.10.17 E008146

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ＲＦＩＤを用いたサプライチェーン高度化に関する みずほ情報総研株 商務・サービスグループ
調査）調査報告書
式会社
消費・流通政策課

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000527.pdf

000528

01.10.17 E008147

株式会社エヌ・
平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ＡＩを用いた次世代の流通に関する調査）調査報
商務・サービスグループ
ティ・ティ・データ経
告書
消費・流通政策課
営研究所

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000528.pdf

000423

01.10.10 E008137

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（２０４０年におけ 有限責任監査法人 商務・サービスグループ
る未来の医療・福祉・介護分野の在り方とロードマップ策定等に関する調査）報告書
トーマツ
医療・福祉機器産業室

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000423.pdf

000424

01.10.10 E008138

三菱ＵＦＪリサーチ
平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（我が国医療機器開発拠点の利用拡大策に関す
商務・サービスグループ
&コンサルティング
る調査）報告書
医療・福祉機器産業室
株式会社

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000424.pdf

000425

01.10.10 E008130

近畿経済産業局
平成３０年度関西における中小・中堅企業等向けＡＩ実装及びＡＩ人材輩出を増大させるための方策検討調 株式会社日刊工業
地域経済部次世代産業・情
査報告書
新聞社大阪支社
報政策課

10.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000425.pdf

000433

01.10.10 E008131

平成３０年度地域未来投資成長分野促進モデル事業（奈良県広陵町における農業等の地域特性を活用し 一般財団法人南都 近畿経済産業局
た観光アクションプラン策定調査）報告書
経済研究所
地域経済部地域開発室

37.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000433.pdf

000436

01.10.10 E008132

平成３０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 ＰｗＣコンサルティ
成に関する横展開及び効果検証等調査業務）事業報告書
ング合同会社

000437

01.10.10 E008135 平成３０年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）結果報告書

000441

01.10.10 E008133

平成３０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（原子力技術開発に係
る需要動向調査）報告書

株式会社電通

商務・サービスグループ
サービス政策課

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000436.pdf

商務・サービスグループ
サービス政策課

18.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000437.pdf

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る調査研究（商品先物取引に関する委託者等の実態調 株式会社リサーチ 商務・サービスグループ
査）報告書
ワークス
商取引監督課
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000442

01.10.10 E008134

資源エネルギー庁
平成３０年度省エネルギー政策立案のための調査事業（省エネルギー投資促進に向けた支援補助金の効 株式会社野村総合
省エネルギー・新エネルギー
果的な執行に向けた補助対象事業のターゲティング等に関する調査）報告書
研究所
部省エネルギー課

5.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000442.pdf

000444

01.10.10 E008136

三菱ＵＦＪリサーチ
平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係事業費（国内外の法人課税改
経済産業政策局
＆コンサルティング
正の影響及び動向に関する調査））報告書
企業行動課
株式会社

7.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000444.pdf

000518

01.10.10 E008139

一般財団法人日本
平成３０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

80.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000518.pdf

000409

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガ
産業保安グループ
01.10.3 E008116 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（水素法技 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
術に関する検討）報告書

6.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000409.pdf

000410

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガ
産業保安グループ
01.10.3 E008117 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（特定設備 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安室
検査規則に関する検討）報告書

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000410.pdf

000412

01.10.3 E008118

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための水素ス
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
タンド等保安高度化検討）（１）水素スタンドの締結部等の管理技術向上の検討報告書
高圧ガス保安室

17.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000412.pdf

000413

01.10.3 E008119

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための水素ス
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
タンド等保安高度化検討）（２）遠隔監視を活用した保安確保技術向上の検討報告書
高圧ガス保安室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000413.pdf

000414

01.10.3 E008120

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための水素ス
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
タンド等保安高度化検討）（３）過去の事故事例の活用による保安確保技術向上の検討報告書
高圧ガス保安室

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000414.pdf

000415

01.10.3 E008121

平成３０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

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000415.pdf

000416

01.10.3 E008122

平成３０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

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000416.pdf

000420

01.10.3 E008123 平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備技術基準国際化調査）報告書

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

4.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000420.pdf

000421

01.10.3 E008124

000422

01.10.3 E008125 平成３０年度産業技術調査事業（大学発ベンチャー実態等調査）報告書

000216

01.9.25 E007940

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素燃料電池式産業用フォークリフト用容器に係る 一般財団法人日本 産業保安グループ
技術基準等に関する調査研究）報告書
自動車研究所
高圧ガス保安室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000216.pdf

000411

01.9.25 E008115

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガ
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
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報告書
高圧ガス保安室

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000411.pdf

000490

01.9.25 E008111

平成３０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

000487

01.9.18 E008109

平成３０年度石油産業体制等調査研究（本邦周辺における石油・天然ガスを含む鉱物資源開発の促進に 株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
向けた我が国管轄海域内におけるポテンシャル把握等に関する調査）調査報告書
研究所
資源・燃料部政策課

000404

01.9.12 E008104 平成３０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

平成３０年度産業技術調査事業（大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する調査） 株式会社三菱総合 産業技術環境局
成果報告書
研究所
大学連携推進室
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

製造産業局
自動車課

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
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000405

01.9.12 E008105

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成３０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/H30FY/000405.pdf

000406

01.9.12 E008106

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（バイオベンチャーと機関投資家の対話促進と新 みずほ情報総研株 商務・サービスグループ
興市場の将来像に関する調査）報告書
式会社
生物化学産業課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000406.pdf

000407

01.9.12 E008107 平成３０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
地域経済部東日本大震災復
科学技術振興財団
興推進室

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000407.pdf

000153

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インドネシア共和国：ゴロン 兼松株式会社,一
貿易経済協力局
01.9.6 E008101 タロ州における洪水シミュレータ及び気象レーダを活用した洪水対応計画策定の実施可能性調査事業）調 般財団法人日本気
通商金融課
査報告書
象協会

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000153.pdf

000154

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インドネシア共和国：ゴロン
タロ州における洪水シミュレータ及び気象レーダを活用した洪水対応計画策定の実施可能性調査事業）調
兼松株式会社,一
査報告書（英語版）
貿易経済協力局
01.9.6 E008102
般財団法人日本気
FY 2018 Operational Feasibility Study Project towards Overseas Deployment of High-Quality
通商金融課
象協会
Infrastructure (Republic of Indonesia: Feasibility Study Project for Flood Disaster Preparedness Planning
Assuming the Use of Flood Simulator and Weather Radar in the Province of Gorontalo) Study Report

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000154.pdf

000155

01.9.6 E008100

平成３０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（フィリピン国：既
貿易経済協力局
日本工営株式会社
存ダム再生・能力増強事業化調査事業）ファイナル・レポート
通商金融課

13.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000155.pdf

000156

平成３０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（フィリピン国：既
存ダム再生・能力増強事業化調査事業）ファイナル・レポート（英語版）
貿易経済協力局
01.9.6 E008099 FY2018 Study on business opportunity of High-quality Energy Infrastructure to Overseas Business
日本工営株式会社
通商金融課
Opportunity Analysis The Study for Restoration and Upgrading Dams Under Operation in the Republic of
the Philippines FINAL REPORT

13.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000156.pdf

000188

01.9.5 E008088

000361

01.9.5 E008089 平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）事業化支援事業に関する報告書

000388

01.9.5 E008090

平成３０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（バングラデ
シュ・輸入ＬＮＧ複合火力発電案件調査事業調査）調査報告書

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

12.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000388.pdf

000389

01.9.5 E008091

平成３０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（バングラデ
シュ・輸入ＬＮＧ複合火力発電案件調査事業調査）調査報告書（英文）
Fiscal Year 2018 Project Implementation Feasibility Study for High-Quality Energy Infrastructure
Overseas Development Study for LNG fired Combined Cycle Power Plant in Bangladesh Final Report

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

11.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000389.pdf

000390

01.9.5 E008092

製造産業局
平成３０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 株式会社野村総合
化学物質管理課オゾン層保
告書
研究所
護等推進室

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000390.pdf

000391

01.9.5 E008093

平成３０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（原子力に関する技術
開発動向調査）報告書

000394

01.9.5 E008094 平成３０年度石油産業体制等調査研究（ＳＳ過疎地等実態調査）報告書

000395

01.9.5 E008095

平成３０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審査基準検討
調査）調査報告書

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
株式会社桐光クリ 北海道経済産業局
エイティブ
地域経済部産業技術課

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

日本通運株式会
平成３０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（チャイナ・ランド・ブリッジの
社,株式会社日通
利活用推進に向けたハード・ソフト面の改善のための調査）報告書
総合研究所

貿易経済協力局
貿易振興課
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000396

01.9.5 E008096 平成３０年度中小企業実態調査委託費（福島県の産業発展に向けた実態調査事業）成果報告書

000397

01.9.5 E008097

000398

平成３０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（タンザニア：太
陽光発電＋蓄電池システムを用いた農産加工団地（Ｐｏｗｅｒ ｆｏｒ Ｆｏｏｄ）可能性調査）報告書（英語版）
01.9.5 E008098 Fiscal Year 2018 Study on Business Opportunity of High-quality Energy Infrastructure to Overseas
Feasibility Study for Power for Food (P4F) Project Development of agri-Processing Zones eqquiped with
Solar Power Generation and Battery Systems in the Republic of Tanzania Final Report

000054

01.9.2 E008075

中小企業庁
平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業におけるＦｉｎｔｅｃｈ等の新たな技術やサービスの ＰｗＣあらた有限責
経営支援部技術・経営革新
活用に関する調査）調査報告書
任監査法人
課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000054.pdf

000173

01.9.2 E008084

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（民間企業における重要システム等のデジタル ＰｗＣコンサルティ
トランスフォーメーションを促進するための調査研究）報告書
ング合同会社

商務情報政策局
情報技術利用促進課

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000173.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000173-1.zip

000339

01.9.2 E008085

平成３０年度中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォーム構築・調査事業調査報 ＰｗＣコンサルティ
告書
ング合同会社

中小企業庁
事業環境部企画課

000340

01.9.2 E008077

平成３０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

資源エネルギー庁
株式会社日立コン
資源・燃料部石油精製備蓄
サルティング
課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000340.pdf

000342

01.9.2 E008078

平成３０年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（新エネルギー人材育成事業）事
業報告書

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

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000342.pdf

000343

01.9.2 E008079

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成３０年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネ・再エネ等マルチ枠組にお
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
ける国際動向調査）報告書
究所
部政策課国際室

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000343.pdf

000344

01.9.2 E008080

平成３０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（インドネシア・フィリ
ピン離島向け自立型水素エネルギー供給システム適用案件開発調査事業）調査報告書

資源エネルギー庁
東芝エネルギーシ
省エネルギー・新エネルギー
ステムズ株式会社
部政策課国際室

13 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000344.pdf

000346

01.9.2 E008081

平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（アフリカ地域におけるデジタル
貿易ルールの形成可能性に関する調査）調査報告書

株式会社かいはつ
通商政策局
マネジメント・コン
通商機構部参事官室
サルティング

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000346.pdf

000347

01.9.2 E008086 平成３０年度２０２０年以降における九州の持続可能な成長に向けた調査～ＳＤＧｓ経営の推進～報告書

000357

01.9.2 E008082

平成３０年度電力市場環境調査（電力システム改革の進展を踏まえた電気事業に係る税制上の課題調
査）報告書

000359

01.9.2 E008087

三菱ＵＦＪリサーチ
平成３０年度製造基盤技術実態等調査（現下の状況を踏まえたロボットに関して今後講ずべき施策体系等
製造産業局
&コンサルティング
の整理に向けた包括的検討）報告書
産業機械課ロボット政策室
株式会社

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000359.pdf

000360

01.9.2 E008083

四国経済産業局
平成３０年度次世代型ヘルスケア関連産業の事業モデル創出に関する調査（「結果、健康。」を実現する、 株式会社日本総合
地域経済部次世代産業課ヘ
四国ライフスタイルデザイン・ラボ）調査報告書
研究所
ルスケア産業室

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000360.pdf

000313

01.8.23 E008046

中小企業庁
平成３０年度中小企業実態調査（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）調査報
凸版印刷株式会社 経営支援部技術・経営革新
告書
課

000316

01.8.23 E008047

平成３０年度中小企業・小規模事業者のデータ活用及び情報発信サイトのあり方に関する調査研究調査
報告書

株式会社オリエン
平成３０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（タンザニア：太 タルコンサルタンツ 貿易経済協力局
陽光発電＋蓄電池システムを用いた農産加工団地（Ｐｏｗｅｒ ｆｏｒ Ｆｏｏｄ）可能性調査）報告書
グローバル,三菱商 通商金融課資金協力室
事株式会社
株式会社オリエン
タルコンサルタンツ 貿易経済協力局
グローバル,三菱商 通商金融課資金協力室
事株式会社

公益財団法人九州 九州経済産業局
経済調査協会
総務企画部企画課
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

デロイト トーマツ コ
中小企業庁
ンサルティング合
長官官房総務課
同会社
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4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000398.pdf
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平成３０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等を含む国内自動車市場活性化
にかかる調査）調査報告書

委託事業者名

担当課室名

PDF・ZIP
容量
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みずほ情報総研株 製造産業局
式会社
自動車課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000318.pdf

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

4.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000319.pdf

株式会社帝国デー 地域経済産業グループ
タバンク
地域未来投資促進室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000327.pdf

01.8.23 E008051 平成３０年度産業技術調査事業（海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査）調査報告書

ＫＰＭＧ税理士法
人

産業技術環境局
技術振興・大学連携推進課

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000328.pdf

000329

01.8.23 E0008052 平成３０年度産業技術調査事業（研究開発税制の利用状況及び経済波及効果に関する調査）報告書

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

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000329.pdf

000330

平成３０年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマーク活用促進に向けた取組、企業の多様な資金
01.8.23 E008053 調達手法の現状・課題及び企業のＦｉｎＴｅｃｈ活用の現状・課題の調査（ローカルベンチマーク活用促進に
向けた取組の調査））報告書（概要版）

株式会社帝国デー 経済産業政策局
タバンク
産業資金課

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000330.pdf

000331

平成３０年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマーク活用促進に向けた取組、企業の多様な資金
01.8.23 E008054 調達手法の現状・課題及び企業のＦｉｎＴｅｃｈ活用の現状・課題の調査（ローカルベンチマーク活用促進に
向けた取組の調査））報告書

株式会社帝国デー 経済産業政策局
タバンク
産業資金課

6.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000331.pdf

000332

平成３０年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマーク活用促進に向けた取組、企業の多様な資金
株式会社帝国デー 経済産業政策局
01.8.23 E008055 調達手法の現状・課題及び企業のＦｉｎＴｅｃｈ活用の現状・課題の調査（経営診断ツールの認知・活用状況
タバンク
産業資金課
及び、決済・資金調達の実態に関する調査））調査報告書

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000332.pdf

000333

平成３０年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマーク活用促進に向けた取組、企業の多様な資金
株式会社帝国デー 経済産業政策局
01.8.23 E008056 調達手法の現状・課題及び企業のＦｉｎＴｅｃｈ活用の現状・課題の調査（企業の多様な資金調達手法に関す
タバンク
産業資金課
る実態調査））調査報告書

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000333.pdf

000334

平成３０年度産業経済研究委託事業（ローカルベンチマーク活用促進に向けた取組、企業の多様な資金
株式会社帝国デー 経済産業政策局
01.8.23 E008057 調達手法の現状・課題及び企業のＦｉｎＴｅｃｈ活用の現状・課題の調査（ＦｉｎＴｅｃｈに関するアンケート調査）
タバンク
産業資金課
報告書

4.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000334.pdf

000336

01.8.23 E008058

三菱ＵＦＪリサーチ 電力・ガス取引監視等委員会
平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（経済合理的かつ
＆コンサルティング 事務局ネットワーク事業監視
信頼性の高い送配電事業の在り方に関する調査））報告書
株式会社
課

20.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000336.pdf

000337

01.8.23 E008059

平成３０年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（既存の工業団地、遊休地等を含めた産業用地の動 株式会社三菱総合 地域経済産業グループ
向分析及び工場適地調査の活用可能性に関する調査等事業）報告書
研究所
地域産業基盤整備課

20.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000337.pdf

000100

01.8.16 E008023

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（小出力発電設備に該当する太陽電池発
電設備及び風力発電設備の業界状況及び保安実態調査）報告書

ＳＯＭＰＯリスクマ 産業保安グループ
ネジメント株式会社 電力安全課

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000100.pdf

000101

01.8.16 E008024

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（風力発電設備データ利活用検討調査）報 ＳＯＭＰＯリスクマ 産業保安グループ
告書
ネジメント株式会社 電力安全課

14.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000101.pdf

000103

01.8.16 E008025

平成３０年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（電気工事業者情報の管理等に関する調
査・検討）調査報告書

000304

01.8.16 E008026

株式会社エヌ・
平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に関する事業（健康・医療情報の利活用に係る民間投資促進
商務・サービスグループ
ティ・ティ・データ経
に向けた環境整備に関する調査）報告書
ヘルスケア産業課
営研究所

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000304.pdf

000305

01.8.16 E008027

三菱UFJリサーチ& 中小企業庁
平成３０年度中小企業地域資源活用促進法及び農商工等連携促進法に基づく中小企業者の新事業展開
コンサルティング株 経営支援部創業・新事業促
支援に係る効果等調査事業報告書
式会社
進課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000305.pdf

000306

01.8.16 E008028

平成３０年度石油産業体制等調査研究（バイオ燃料を中心とした我が国の燃料政策の在り方に関する調
査）報告書

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000306.pdf

000318

01.8.23 E008048

000319

01.8.23 E008049 平成３０年度電力需給・系統関連調査（直接埋設による電線地中化工法の実用性調査）報告書

000327

01.8.23 E008050

000328

平成３０年度地域中核企業創出・支援事業（平成３０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

アバナード株式会 産業保安グループ
社
電力安全課

株式会社日本総合 資源エネルギー庁
研究所
資源・燃料部政策課
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000307

01.8.16 E008029

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム国ダナン市トクア
ン港コールドチェーンシステム整備事業）調査報告書

商務・サービスグループ
パシフィックコンサ
消費・流通政策課物流企画
ルタンツ株式会社
室

7.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000307.pdf

000308

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム国ダナン市トクア
01.8.16 E008030 ン港コールドチェーンシステム整備事業）調査報告書（英語版）
Feasibility Survey on a Cold-Chain Development in Tho Quang Fishing Port in Da Nang Summary

商務・サービスグループ
パシフィックコンサ
消費・流通政策課物流企画
ルタンツ株式会社
室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000308.pdf

000309

01.8.16 E008031

公益社団法人日本 商務・サービスグループ
平成３０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（インドにおける物流人材育成に関
ロジスティクスシス 消費・流通政策課物流企画
する調査）報告書
テム協会
室

16.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000309.pdf

000310

平成３０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（インドにおける物流人材育成に関 公益社団法人日本 商務・サービスグループ
01.8.16 E008032 する調査）報告書（英語版）
ロジスティクスシス 消費・流通政策課物流企画
FY2018 Survey on Logistics Human Resource Development in India Report
テム協会
室

15.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000310.pdf

000311

01.8.16 E008033

000312

01.8.16 E008034 平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）に関する調査）報告書

000349

01.8.16 E008035

平成３０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
ウェアスキル標準策定に係る調査）報告書
研究所
自動車課

23.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000349.pdf

000354

01.8.16 E008036

平成３０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

34.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000354.pdf

000355

01.8.16 E008037

平成３０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

000356

01.8.16 E008038

平成３０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

000285

01.8.2 E008008

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（新たな高圧ガス設備等耐震設計基準・耐震性
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
能評価方法の検討に向けた調査研究）報告書
高圧ガス保安室

000286

01.8.2 E008009

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における事故事例等を教
訓とした教育の高度化に関する調査研究（１）リスクアセスメント普及のための調査・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

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000286.pdf

000287

01.8.2 E008010

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における事故事例等を教
訓とした教育の高度化に関する調査研究（２）高圧ガスの安全な取り扱いに関する啓蒙）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

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000287.pdf

000290

01.8.2 E008011

三菱ＵＦＪリサーチ
平成３０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
資源循環経済課
株式会社

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000290.pdf

000292

01.8.2 E008012 平成３０年度地球温暖化問題等対策調査（資源有効利用促進法施行状況調査）報告書

株式会社エヌ・
産業技術環境局
ティ・ティ・データ経
資源循環経済課
営研究所

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000292.pdf

000293

01.8.2 E008013 平成３０年度電力需給・系統関連調査（諸外国における容量市場の制度設計に係る実態調査）報告書

カスタマイズドエナ
資源エネルギー庁
ジーソリューション
電力・ガス事業部電力基盤整
ズジャパン株式会
備課
社

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000293.pdf

000294

01.8.2 E008014

資源エネルギー庁
日本ユニシス株式
電力・ガス事業部電力基盤整
会社
備課

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000294.pdf

000295

01.8.2 E008015 平成３０年度化学物質安全対策（残留性有機汚染物質等市場状況調査事業）報告書

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

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000295.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000295-1.zip

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（デジタル技術を活用した新たなエネルギービ
エネルギー経済研 省エネルギー・新エネルギー
ジネスに関する調査）調査報告書
究所
部新エネルギーシステム課

平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査事業（非化石証書の利用価値向上に係る調
査）調査報告書

中小企業庁
株式会社三菱総合
経営支援部技術・経営革新
研究所
課

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
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3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000311.pdf

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000312.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000312-1.zip

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000355.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000355-1.zip

31.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000356.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000356-1.zip

17.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000285.pdf
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000296

01.8.2 E008016 平成３０年度化学物質安全対策（第一種特定化学物質含有製品等の安全性に関する調査）報告書

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

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000296.pdf

000297

01.8.2 E008017 平成３０年度化学物質安全対策（化審法に関する普及啓発事業）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

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000297.pdf

000298

01.8.2 E008018

000299

平成３０年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：新規分野の国際ルールインテリ
01.8.2 E008019 ジェンスに関する調査（寝具等の睡眠最適化に係る評価方法の基準策定に向けた課題分析に関する調 西川株式会社
査））調査報告書

000302

01.8.2 E008020

日鉄住金総研株式
平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（インドネシア国における使
会社,会宝産業株 製造産業局自動車課
用済自動車リサイクル事業の展開可能性調査）報告書
式会社

平成３０年度石油産業体制等調査研究（我が国の廃棄物由来バイオ燃料のコスト構造等に関する調査）
報告書

製造産業局生活製品課

ＨＰアドレス（データ）

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000298.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000298-1.zip

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000299.pdf

株式会社三菱総合 資源エネルギー庁資源・燃料
研究所
部政策課

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000302.pdf

000271

01.7.31 E008002 平成３０年度中小企業・小規模事業者における経営者の参入に 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

4.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000271.pdf

000273

01.7.31 E008003

平成３０年度中小企業・小規模事業者の次世代への承継及び経営者の引退に関する調査に係る委託事
業報告書

みずほ情報総研株 中小企業庁
式会社
事業環境部企画課調査室

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000273.pdf

000277

01.7.31 E008004 平成３０年度社会変化を踏まえた中小企業の機能・役割に関する調査に係る委託事業調査報告書

株式会社野村総合 中小企業庁
研究所
事業環境部企画課調査室

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000277.pdf

000283

01.7.31 E008005

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（石油精製プラント等の高圧ガス保安の実施状
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
況調査）報告書
高圧ガス保安室

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000283.pdf

000284

01.7.31 E008006

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（保安力の維持・向上を目的とする基礎調査）
報告書

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000284.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000284-1.zip

000288

01.7.31 E008007 平成３０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

000165

01.7.24 E007992

000232

01.7.24 E007993 平成３０年度経済連携協定に基づく産業協力事業（ベトナムへの繊維専門家派遣事業）実績報告書

000270

01.7.24 E007994

三菱UFJリサーチ
平成３０年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０実現等を見据えた東海地域の産業競
中部経済産業局
＆コンサルティング
争力強化に関する調査）報告書
総務企画部企画課
株式会社

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000270.pdf

000278

01.7.24 E007995

資源エネルギー庁
デロイト トーマツ コ
平成３０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の固定価
省エネルギー・新エネルギー
ンサルティング合
格買取制度による賦課金の特例に係る負担動向分析等業務）成果報告書
部新エネルギー課再生可能
同会社
エネルギー推進室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000278.pdf

000279

01.7.24 E007996

資源エネルギー庁
デロイト トーマツ コ
平成３０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

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000279.pdf

000348

01.7.24 E007997

平成３０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

アクセンチュア株
式会社

産業保安グループ
高圧ガス保安室

株式会社電通

商務・サービスグループ
博覧会推進室

株式会社エヌ・
平成３０年度アジア産業基盤強化等事業（タイにおける日系スタートアップのビジネス展開促進のための調
通商政策局
ティ・ティ・データ経
査等事業）調査報告書
アジア大洋州課
営研究所
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

株式会社デンソー

製造産業局
自動車課

22 / 38 ページ

239.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000288.pdf

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000165.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000165-1.zip

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000232.pdf

156.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000348.pdf
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000350

01.7.24 E007998

平成３０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

61.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000350.pdf

000351

01.7.24 E007999

平成３０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（自動走行システムの安
全性評価技術構築に向けた研究開発プロジェクト）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

27.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000351.pdf

000352

01.7.24 E008000

平成３０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

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

38.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000352.pdf

000353

01.7.24 E008001

平成３０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

51.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000353.pdf

000135

01.7.16 E007985

資源エネルギー庁
平成３０年度天然ガスの高度利用に係る事業環境等の調査事業（ガス導管の広域的利用に関する調査） 株式会社野村総合
電力・ガス事業部ガス市場整
報告書
研究所
備室

000206

平成３０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（我が国企業に
有限責任監査法人 資源エネルギー庁
01.7.16 E007986 よるインフラの海外展開促進調査事業（ウクライナにおける大規模太陽光発電設備導入計画に向けた事
トーマツ
長官官房国際課
業実施可能性調査））報告書

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000206.pdf

000215

01.7.16 E007987

国立研究開発法人
平成３０年度石油・ガス供給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
産業保安グループ
産業技術総合研究
方法に関する調査）報告書
高圧ガス保安室
所

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000215.pdf

000245

01.7.16 E007988

資源エネルギー庁
平成３０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

000248

01.7.16 E007989

平成３０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・
洋上天然ガス発電プラント及びＬＮＧサプライチェーンの事業性検討）報告書

三菱重工業株式会 製造産業局
社,川崎汽船株式 国際プラント・インフラシステ
会社
ム・水ビジネス推進室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000248.pdf

000249

平成３０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・
洋上天然ガス発電プラント及びＬＮＧサプライチェーンの事業性検討）報告書（英語版）
01.7.16 E007990 FY2018 Study on business opportunity of High-quality Energy Infrastructure to Overseas "Development
of Feasible Project Structure for LNG Distribution and Power Plants(LDPP) in Eastern Indonesia" Final
Report

三菱重工業株式会 製造産業局
社,川崎汽船株式 国際プラント・インフラシステ
会社
ム・水ビジネス推進室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000249.pdf

000250

01.7.16 E007991 平成３０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システム実態調査）報告書

ＰｗＣコンサルティ
ング合同会社

商務情報政策局
情報技術利用促進課

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000250.pdf

000251

01.7.16 E007975

一般社団法人日本
平成３０年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（攻めのＩＴ経営に関する調査及び普及事
商務情報政策局
情報システム・ユー
業）調査報告書
情報技術利用促進課
ザー協会

41.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000251.pdf

000252

01.7.16 E007976

製造産業局
平成３０年度化学物質安全対策（新規化学物質の審査における定量的構造活性相関（QSAR）の活用のあ 株式会社住化分析
化学物質管理課化学物質安
り方に関する調査）報告書
センター
全室

000254

01.7.16 E007977

平成３０年度コンテンツ産業新展開強化事業（ブロックチェーン技術を活用したコンテンツビジネス基盤整
備のための調査事業）報告書

三菱UFJリサーチ
商務情報政策局
＆コンサルティング
コンテンツ産業課
株式会社

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000254.pdf

000255

01.7.16 E007978

平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気用品安全法の手続き合理化等に関する調
査）報告書

一般財団法人電気 産業保安グループ
安全環境研究所 製品安全課

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000255.pdf

000256

01.7.16 E007979

平成３０年度電力需給・系統等関連調査（今後の電力系統と送配電事業の在り方に関する調査）調査報告 ＰｗＣコンサルティ
書
ング合同会社

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力基盤整
備課

23 / 38 ページ
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2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000135.pdf

14.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000245.pdf

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000252.pdf
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000257

01.7.16 E007980

資源エネルギー庁
平成３０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

000258

01.7.16 E007981

平成３０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（ブラジル連邦共和国：ス
マートポール事業を通じた現地交通安全・治安／生活改善インフラ展開可能性調査事業）報告書

株式会社オリエン
通商政策局
タルコンサルタンツ
中南米室
グローバル

6.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000258.pdf

000259

01.7.16 E007982

平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等（休廃止鉱山におけるグリーン・レメディエーション（元
山回帰）の調査研究事業）報告書

株式会社環境総合 産業保安グループ
テクノス
鉱山・火薬類監理官付

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000259.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000259-1.zip

000260

01.7.16 E007983 平成３０年度休廃止鉱山における坑廃水処理の高度化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

153.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000260.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000260-1.zip

000264

01.7.16 E007984

000189

01.7.11 E007953 平成３０年度健康寿命延伸産業創出推進事業（事業環境整備等事業）調査報告書

000218

01.7.11 E007954

デロイトトーマツコ
平成３０年度製造基盤技術実態等調査（我が国製造業のビジネスモデルや事業環境における各国との比
製造産業局
ンサルティング合
較に関する調査）２０１９年ものづくり白書第２節調査報告書
ものづくり政策審議室
同会社

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000218.pdf

000219

01.7.11 E007955

デロイトトーマツコ
平成３０年度製造基盤技術実態等調査（我が国製造業におけるＣｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓの実現に向けた
製造産業局
ンサルティング合
個別事例及び戦略に関する調査）２０１９年ものづくり白書第３節調査報告書
ものづくり政策審議室
同会社

1.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000219.pdf

000220

01.7.11 E007956 平成３０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）報告書

000221

01.7.11 E007957

000222

平成３０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
株式会社エヌ・
商務・サービスグループ
ティ・ティ・データ経
ヘルスケア産業課
営研究所

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000257.pdf

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000264.pdf

52.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000189.pdf

製造産業局
みずほ情報総研株
化学物質管理課オゾン層保
式会社
護等推進室

9.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000220.pdf

製造産業局
株式会社野村総合
化学物質管理課オゾン層保
研究所
護等推進室

0.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000221.pdf

01.7.11 E007967 平成３０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/H30FY/000222.pdf

000223

01.7.11 E007958 平成３０年度産業技術調査事業（国内外の産業技術をめぐる動向の調査）調査報告書

三菱UFJリサーチ&
産業技術環境局
コンサルティング株
技術政策企画室
式会社

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000223.pdf

000226

01.7.11 E007966

平成３０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（メキシコ合衆
国・太陽光発電と電力系統安定化技術の導入による質の高い工業団地実現可能性調査事業）報告書

日鉄住金物産株式
通商政策局
会社, ＥＹ新日本有
中南米室
限責任監査法人

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000226.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000226-1.zip

000229

01.7.11 E007959

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（イノベーション経 株式会社野村総合 経済産業政策局
営の普及に係る調査研究））委託調査報告書
研究所
産業創造課

000231

平成３０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（我が国企業に
日本環境設計株式 製造産業局
01.7.11 E007960 よるインフラの海外展開促進調査事業（フランス国リヨンにおけるポリエステル繊維リサイクルインフラシス
会社
生活製品課
テム構築調査事業）調査報告書

000233

01.7.11 E007961

平成３０年度化学物質安全対策（業務用冷凍空調機器等のＨＦＣ等のマテリアルフローに関する調査）報
告書

資源エネルギー庁
エム・アール・アイ
平成３０年度原子力発電施設広聴・広報等事業（原子力発電等立地国における国民との信頼関係醸成に
電力・ガス事業部原子力立
リサーチアソシエイ
向けたコミュニケーション強化に関する取組調査）報告書
地・核燃料サイクル産業課原
ツ株式会社
子力立地政策室
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26.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000229.pdf
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000236

01.7.11 E007962

製造産業局
平成３０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

20.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000236.pdf

000237

平成３０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
01.7.11 E007963 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

9.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000237.pdf

平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（リチウムイオン蓄電池搭載電気用品の安全基準 みずほ情報総研株 産業保安グループ
に関する調査）調査報告書
式会社
製品安全課

000265

01.7.9 E007948

000202

01.7.2 E007944 平成３０年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（国際展開体制整備推進事業）報告書

商務・サービスグループ
株式会社野村総合
ヘルスケア産業課国際展開
研究所
推進室

29.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000202.pdf

000203

01.7.2 E007943 平成３０年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（介護国際展開推進事業）報告書

商務・サービスグループ
株式会社野村総合
ヘルスケア産業課国際展開
研究所
推進室

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000203.pdf

000204

01.7.2 E007941 平成３０年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療国際展開推進事業）報告書

一般社団法人Ｍｅｄ 商務・サービスグループ
ｉｃａｌ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ Ｊ ヘルスケア産業課国際展開
ＡＰＡＮ
推進室

20.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000204.pdf

000205

01.7.2 E007945

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

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000205.pdf

000208

平成３０年度質の高いエネルギーインフラの海外展開へ向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム社会
01.7.2 E007968 主義共和国南部におけるLNG 調達・LNG 受入基地運営・ガス焚き複合火力発電の一気通貫事業におけ
る案件実現性調査）調査報告書

丸紅株式会社,東
電設計株式会社

資源エネルギー庁
長官官房国際課

22.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000208.pdf

000209

平成３０年度質の高いエネルギーインフラの海外展開へ向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム社会
主義共和国南部におけるＬＮＧ調達・LNG 受入基地運営・ガス焚き複合火力発電の一気通貫事業におけ
01.7.2 E007969 る案件実現性調査）調査報告書（英語版）
Fiscal Year 2018 Project Implementation Feasibility Study for High-Quality Energy Infrastructure
Overseas Development Study on Gas to Power Project Value Chain in the South Vietnam Final Report

丸紅株式会社,東
電設計株式会社

資源エネルギー庁
長官官房国際課

21.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000209.pdf

000211

01.7.2 E007946

一般財団法人日本
平成３０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

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000211.pdf

000212

平成３０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（サウジアラビ
01.7.2 E007970 ア：太陽光発電及び蓄電池のハイブリッド制御を用いたオフグリッド電力エネルギーインフラ可能性調査）
報告書

株式会社オリエン
タルコンサルタンツ 資源エネルギー庁
グローバル,丸紅メ 長官官房国際課
タル株式会社

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000212.pdf

000213

平成３０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（サウジアラビ
ア：太陽光発電及び蓄電池のハイブリッド制御を用いたオフグリッド電力エネルギーインフラ可能性調査）
報告書（英語版）
01.7.2 E007971
FY2018 Study on Business Opportunity of High-quality Energy Infrastructure to Overseas Feasibility
Study for the Introduction of Electricity Energy Supplying Infrastructure for Off-Grid Facilities with Solar
Power Generation and Hybrid Control in the Kingdom of Saudi Arabia Final Report

株式会社オリエン
タルコンサルタンツ 資源エネルギー庁
グローバル,丸紅メ 長官官房国際課
タル株式会社

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000213.pdf

000214

01.7.2 E007942

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素燃料電池ドローン等に係る基準作成の検討等 みずほ情報総研株 産業保安グループ
に関する調査）報告書
式会社
高圧ガス保安室

7.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000214.pdf

000217

平成３０年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：新規分野の国際ルールインテリ
一般社団法人電子 製造産業局
01.7.2 E007947 ジェンスに関する調査（多分野に跨る産業データ流通に向けた、共通語彙・データ辞書等に関する国際標
情報通信学会
ものづくり政策審議室
準化戦略に関わる調査研究））調査報告書

000210

01.6.26 E007934

平成３０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

一般財団法人日本
平成３０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）報告書
長官官房国際課
究所
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5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000217.pdf
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000234

01.6.26 E007935

一般財団法人日本
平成３０年度石油産業体制等調査研究（国際原油市場等を取り巻く環境や市場動向と価格形成に影響を
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
与える諸要因に関する調査）報告書
資源・燃料部政策課
究所

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000234.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000234-1.zip

000235

01.6.26 E007936

平成３０年度石油産業体制等調査研究（中国・インドの天然ガス等に係る国内システムやエネルギー政
策・方針等が世界の需給バランスと価格にもたらす影響に関する調査）成果報告書

株式会社エイジア 資源エネルギー庁
ム研究所
資源・燃料部政策課

8.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000235.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000235-1.zip

000281

01.6.26 E007937

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（官民におけるデータ交換基盤の構築に向け
た調査等事業）報告書

株式会社日立コン 商務情報政策局
サルティング
総務課情報プロジェクト室

8.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000281.pdf

000289

01.6.26 E007938

平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（資源効率に関する国際動向調査）調査
報告書

有限責任監査法人 産業技術環境局
トーマツ
資源循環経済課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000289.pdf

000144

01.6.21 E007921

一般社団法人日本
平成３０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２９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

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000144.pdf

000186

01.6.21 E007922 平成３０年度電気工作物工事計画届出における添付書類の必要性検討に係る調査報告書

000187

01.6.21 E007923

000193

01.6.21 E007932 平成３０年度我が国内外の投資促進体制整備等調査（対内直接投資促進に関する調査研究事業）報告書

000194

01.6.21 E007924

000195

01.6.21 E007925 平成３０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

000197

01.6.21 E007933

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（持続的な企業価 ＰｗＣあらた有限責 経済産業政策局
値の創造に向けた企業と投資家の対話の在り方および企業会計・開示に関する調査研究））報告書
任監査法人
企業会計室

000198

01.6.21 E007926

平成３０年度安全保障貿易管理対策事業（技術動向等の情報収集における情報技術利活用に関する調
査研究）調査報告書（概要版）

000200

平成３０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（アクションプラ
01.6.21 E007927 ン実現に向けた個別のインフラ整備等のための事業実施可能性調査（ルーマニア・北部複合火力発電所
事業化調査事業））報告書

貿易経済協力局
通商金融課

52.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000200.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000200-1.zip

000201

平成３０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 （アクションプラ
ン実現に向けた個別のインフラ整備等のための事業実施可能性調査（ルーマニア・北部複合火力発電所
事業化調査事業））報告書（英語版）
貿易経済協力局
01.6.21 E007928
関西電力株式会社
FY2018 Study on Business Opportunity of High-quality Energy Infrastructure to Overseas (Feasibility
通商金融課
Study on the necessary of Individual Infrastructure improvement etc. for realizing the Action Plan
(Feasibility Study on Northern Combined Cycle Power Plant Projent in Romania)) Finai Report

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000201.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000201-1.zip

000225

01.6.21 E007929

000267

01.6.21 E007930 平成３０年度高圧ガス保安対策事業（事故調査解析）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

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000267.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000267-1.zip

000268

01.6.21 E007931 平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（石油精製プラント等の事故情報調査）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

8.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000268.pdf

000175

01.6.13 E007910 平成３０年度地域経済産業活性化対策等調査・分析（中心市街地の活性化に係る成果分析事業）報告書

平成３０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審査基準検討
調査）報告書

平成３０年度省エネルギー政策立案のための調査委託費（ＩｏＴ等のデジタルツールを活用したマスカスタ
マイゼーションに係る省エネ可能性等に関する調査）報告書

平成３０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（我が国と南米諸国との経済連
携強化に向けた調査研究事業）報告書

一般財団法人エネ
産業保安グループ
ルギー総合工学研
電力安全課
究所

6.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000186.pdf

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

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000187.pdf

株式会社野村総合 貿易経済協力局
研究所
投資促進課

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000193.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000193-1.zip

株式会社東レ経営 製造産業局
研究所
生活製品課

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000194.pdf

株式会社三菱総合 中小企業庁
研究所
経営支援部商業課

貿易経済協力局
株式会社ＦＲＯＮＴ
貿易管理部安全保障貿易管
ＥＯ
理政策課
関西電力株式会社

ワシントンコアL. L. 通商政策局
C.
中南米室

株式会社富士通総 地域経済産業グループ
研
中心市街地活性化室
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36.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000195.pdf

12.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000197.pdf

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000198.pdf

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000225.pdf

11.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000175.pdf
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株式会社エヌ・
平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気用品等製品のＩｏＴ化等による安全確保の在
産業保安グループ
ティ・ティ・データ経
り方に関する動向調査）報告書
製品安全課
営研究所

000261

01.6.13 E007911

000262

01.6.13 E007912 平成３０年度アジア産業基盤強化等事業（タイ製造業の高度化に向けた人材育成に関する調査）報告書

000159

01.6.11 E007901

000160

01.6.11 E007900

000161

01.6.11 E007902 平成３０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

000162

01.6.11 E007903

000163

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

ＨＰアドレス（データ）

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000261.pdf

一般社団法人日・ 貿易経済協力局
タイ経済協力協会 技術・人材協力課

3.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000262.pdf

平成３０年度産業技術調査事業（海外公的研究機関等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（概要版）

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
産業技術総合研究所室

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000159.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000159-1.zip

平成３０年度産業技術調査事業（海外公的研究機関等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

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
産業技術総合研究所室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000160.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000160-1.zip

一般財団法人日本 産業技術環境局
環境衛生センター 資源循環経済課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000161.pdf

平成３０年度省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業（機能性材料の社会実装を支える高速・
高効率な安全性評価技術の開発（事業成果の活用等に関する調査・検討））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

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000162.pdf

01.6.11 E007906

平成３０年度化学物質安全対策（ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向等に関する調査）
報告書

製造産業局
ＪＦＥテクノリサーチ
化学物質管理課化学物質リ
株式会社
スク評価室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000163.pdf

000164

01.6.11 E007904

製造産業局
平成３０年度化学物質安全対策（欧米等の化学物質規制における毒性発現予測システム等の活用実態に みずほ情報総研株
化学物質管理課化学物質リ
関する調査）報告書
式会社
スク評価室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000164.pdf

000166

01.6.11 E007905

三菱ＵＦＪリサーチ
平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（諸外国における資源循環政策動向調査
産業技術環境局
＆コンサルティング
等及び我が国における静脈材料の仕様表記システム実用化検討調査）報告書
資源循環経済課
株式会社

5.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000166.pdf

000112

01.6.7 E007879

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（バルク供給に係る保安基盤高度化調査研究）
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
に関する報告書
ガス安全室

38.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000112.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000112-1.zip

000131

01.6.7 E007880

平成３０年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策事業（経年埋設ガス管のリスク評価手法・基準開発
事業）報告書

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

31.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000131.pdf

000133

01.6.7 E007881 平成３０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

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000133.pdf

000137

01.6.7 E007882

商務・サービスグループ
平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（電力先物市場の監視の在り方に係る調査事業） 有限責任監査法人
参事官室（商品市場整備担
報告書
トーマツ
当）

000138

01.6.7 E007883

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（タイ王国ＡＭＡＴＡ Ｓｍａｒｔ
Ｃｉｔｙ Ｃｈｏｎｂｕｒｉ工業団地ゲートウェイエリア開発調査事業）報告書

パシフィックコンサ 貿易経済協力局
ルタンツ株式会社 通商金融課

19.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000138.pdf

000139

01.6.7 E007884

平成３０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 株式会社環境管理 産業技術環境局
用合理化状況調査））報告書
センター
資源循環経済課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000139.pdf

000140

01.6.7 E007898

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（新たな社会課題解決サービスに係る調査）最終 株式会社日本総合 商務・サービスグループ
報告書
研究所
サービス政策課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000140.pdf

000141

01.6.7 E007885

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（ソーシャルビジネスに係る市場調査）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・
サービス政策課
グループ

5.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000141.pdf

000142

01.6.7 E007886

平成３０年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費（中小企業における地球温暖化対策の取 有限責任監査法人 産業技術環境局
組促進に係る調査事業）報告書
トーマツ
環境経済室

27 / 38 ページ

1.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000137.pdf

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000142.pdf
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000143

01.6.7 E007887

平成３０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（産業界の削減貢献量 みずほ情報総研株 産業技術環境局
の見える化のための調査事業）調査報告書
式会社
環境経済室

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000143.pdf

000146

01.6.7 E007888

平成３０年度政策評価調査事業（過去の委託調査事業実施に係るナレッジ・ノウハウ活用に関する調査）
報告書

株式会社富士通総 大臣官房
研
政策評価広報課

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000146.pdf

000150

01.6.7 E007889

平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等（製品安全に係る海外制度及びグローバルサプライ
チェーンに係る動向調査事業）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

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000150.pdf

000151

01.6.7 E007890

平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（高齢化社会における製品安全に関する課題調
査）報告書

一般社団法人中央 産業保安グループ
調査社
製品安全課

21.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000151.pdf

000157

01.6.7 E007891

平成３０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
い電力インフラの導入に資する制度化実現可能性調査事業）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

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000157.pdf

000158

01.6.7 E007892

平成３０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
い電力インフラの導入に資する制度化実現可能性調査事業）調査報告書（英語版）
Study on Economic Partnership Projects in Developing Countries FY2018 Feasibility Study on the
Regulations for Implementing Quality Electricity Infrastructure in the Philippines Final Report

有限責任あずさ監 貿易経済協力局
査法人
通商金融課

0.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000158.pdf

000196

01.6.7 E007893

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（ワークスタイル変革モデル事業調査）調査報 コクヨマーケティン 商務情報政策局
告書
グ株式会社
総務課

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000196.pdf

000094

01.5.31 E007856

ＮＥＲＡエコノミック
コンサルティング
平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（電力・ガス市場に
電力・ガス取引監視等委員会
（登記名：オリバー
おける競争状況についての計量経済学的分析事業））報告書
事務局取引監視課
ワイマングループ
株式会社）

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000094.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000094-1.zip

000107

01.5.31 E007857

平成３０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

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000107.pdf

000108

01.5.31 E007858 平成３０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

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000108.pdf

000109

01.5.31 E007859 平成３０年度化学物質安全対策（化学物質管理分野におけるアジア協力に関する調査）調査報告書

株式会社エックス
都市研究所

製造産業局
化学物質管理課

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000109.pdf

000110

01.5.31 E007860 平成３０年度化学物質安全対策（情報伝達スキームの国際普及に関する調査）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

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000110.pdf

000113

01.5.31 E007861

000114

平成３０年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：新規分野の国際ルールインテリ 三菱UFJリサーチ&
商務・サービスグループ
01.5.31 E007862 ジェンスに関する分析（電動車椅子及び介護用ベッドの高機能化を見据えた標準化やルール形成に関す コンサルティング株
医療・福祉機器産業室
る分析））報告書
式会社

000115

01.5.31 E007863

平成３０年度産業技術調査事業（国内外の人材流動化促進や研究成果の信頼性確保等に向けた大学・研 株式会社リクルー 産業技術環境局
究機関へのブロックチェーン技術の適用及びその標準獲得に関する調査）報告書
ト
大学連携推進室

000117

01.5.31 E007875

平成３０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・廃棄物による発電利用及び熱
利用の導入実績調査）報告書

000118

01.5.31 E007864 平成３０年度化学物質安全対策（一般化学物質等届出対応関連調査等事業）報告書

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（安全技術普及事業（事故発生原因分析等調
査））事業報告書

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
ガス安全室

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000113.pdf

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000114.pdf

12.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000115.pdf

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

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000117.pdf

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

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000118.pdf
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000121

01.5.31 E007865

平成３０年度原子力の利用状況等に関する調査事業（社会人を対象とした原子力人材育成に関する調
査）報告書

資源エネルギー庁
株式会社三菱総合
電力・ガス事業部原子力政策
研究所
課

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000121.pdf

000122

01.5.31 E007866

平成３０年度製造基盤技術実態等調査事業（アジア地域における日本の衛生的で快適なトイレの試行的
設置に関する実現可能性等の検討）報告書

株式会社国際開発 製造産業局
センター
生活製品課住宅産業室

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000122.pdf

000123

01.5.31 E007867

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（大企業とベン
チャー企業の経営統合の在り方に係る調査研究））報告書

株式会社三菱総合 経済産業政策局
研究所
産業創造課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000123.pdf

000126

01.5.31 E007868

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（経済産業省における職員情報のデータベー
ス構築に関する調査）調査報告書

アクセンチュア株
式会社

大臣官房
政策評価広報課

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000126.pdf

000127

01.5.31 E007869

平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（国会業務の効率化に関する調査研究）調査
報告書

株式会社ウフル

大臣官房
政策評価広報課

1.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000127.pdf

000128

01.5.31 E007874

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費 (規制のサンド
ボックス制度に係る調査））報告書

株式会社野村総合 経済産業政策局
研究所
新規事業創造推進室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000128.pdf

000129

01.5.31 E007876

平成３０年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業（グローバル起業家等育成プログラム）
報告書

株式会社大和総研

経済産業政策局
新規事業創造推進室

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000129.pdf

000130

01.5.31 E007870

平成３０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

30.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000130.pdf

000132

01.5.31 E007871 平成３０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

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000132.pdf

000167

01.5.31 E007872 平成３０年度製造基盤技術実態等調査事業（金属産業等を巡る技術動向等調査）報告書

ＪＦＥテクノリサーチ 製造産業局
株式会社
金属課金属技術室

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000167.pdf

000037

01.5.24 E007829

平成３０年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査（通信教育による資格取得制度導入に関
する調査・検討）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

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000037.pdf

000067

01.5.24 E007830

平成３０年度化学物質安全対策（事業者の行う化学物質管理レスポンシブル・ケアの調査と対応策の提
案）調査報告書

製造産業局
学校法人成蹊大学 化学物質管理課化学物質リ
スク評価室

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000067.pdf

000068

01.5.24 E007831

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（組織運営・経営
戦略動向に関する調査事業））報告書（事業の実施背景・目的、進め方）

株式会社日本総合 大臣官房
研究所
秘書課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000068.pdf

000069

01.5.24 E007832

デロイト トーマツ
平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（イスラエル：日イスラエルの経済 ファイナンシャルア 通商政策局
関係強化に関する調査）最終報告書
ドバイザリー合同 中東アフリカ課
会社

000070

平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（イスラエル：日イスラエルの経済
関係強化に関する調査）最終報告書（英語版）
01.5.24 E007833 Research Project on International Economy in relation to Formulation of Domestic and Foreign
Integrated Economic Growth Strategy FY2018 Israel:Research to Strengthen Economic Relationship
between Japan and Israel Summary

000071

01.5.24 E007834

000072

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000069.pdf

デロイト トーマツ
ファイナンシャルア 通商政策局
ドバイザリー合同 中東アフリカ課
会社

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000070.pdf

平成３０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（サウジアラビア 株式会社三菱総合 通商政策局
国・統合的環境モニタリング・マネジメント事業）報告書
研究所
中東アフリカ課

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000071.pdf

平成３０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（サウジアラビア
株式会社三菱総合 通商政策局
01.5.24 E007835 国・統合的環境モニタリング・マネジメント事業）報告書（英語版）
研究所
中東アフリカ課
Study on the Integrated Management System of Environment Information Final Report

1.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000072.pdf
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000073

01.5.24 E007836

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（マイコンメータを活用する漏えい検知等の高
度化調査研究）に関する報告書

高圧ガス保安協会

000074

01.5.24 E007837

平成３０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（各国エネルギー戦略の
定量分析・災害時におけるエネルギーインフラ事業の在り方整理）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
長官官房総務課調査広報室
究所

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000074.pdf

000076

01.5.24 E007838

平成３０年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気分野におけるサイバーセキュリティ対策国
際調査）報告書

マカフィー株式会
社

産業保安グループ
電力安全課

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000076.pdf

000077

01.5.24 E007839

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（電力分野のサイバーセキュリティ対策検討事業）調 PwCあらた有限責 産業保安グループ
査報告書
任監査法人
電力安全課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000077.pdf

000078

01.5.24 E007840

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（送電線点検等におけるドローン等技術活用可能性 みずほ情報総研株 産業保安グループ
検討事業）報告書
式会社
電力安全課

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000078.pdf

000080

01.5.24 E007841

平成３０年度地域中小企業人材確保支援等事業（中小企業人材マネジメント研究会）研究会報告書～中
小企業における人材確保支援メソッド～

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000080.pdf

000081

01.5.24 E007842 平成３０年度電力市場環境調査（諸外国における託送料金制度等に関する調査・分析）調査報告書

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

2.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000081.pdf

000082

01.5.24 E007843 平成３０年度電力市場環境調査（諸外国のＰ２Ｐ電力取引に係る制度の詳細調査分析）調査報告書

資源エネルギー
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

0.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000082.pdf

000083

01.5.24 E007844 平成３０年度電力市場環境調査（諸外国の電力ネットワークタリフ制度の詳細調査分析）調査報告書

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

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000083.pdf

000084

01.5.24 E007845 平成３０年度アジア産業基盤強化等事業（【ベトナム】生産性向上支援調査）調査報告書

三菱UFJリサーチ
通商政策局
＆コンサルティング
アジア大洋州課
株式会社

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000084.pdf

000085

平成３０年度アジア産業基盤強化等事業（【ベトナム】生産性向上支援調査）調査報告書（英語版）
三菱UFJリサーチ
通商政策局
01.5.24 E007846 Business strengthening of the Asia Industrial infrastructure in 2018 (【Vietnam】Productivity Improvement ＆コンサルティング
アジア大洋州課
Support Survey) Survey Report
株式会社

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000085.pdf

000086

01.5.24 E007847

平成３０年度アジア産業基盤強化等事業（ミャンマーにおける州・地域間の公平な経済発展を実現するた
めに必要な、持続可能な地方電化とそれを維持するコミュニティー構築に関する調査）調査報告書

000087

01.5.24 E007848

三菱ＵＦＪリサーチ 資源エネルギー庁
平成３０年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査（バイオマス燃料の安定調達・持続可能性等
＆コンサルティング 省エネルギー・新エネルギー
に係る調査）報告書
株式会社
部新エネルギー課

000102

01.5.24 E007851

平成３０年度質の高いエネルギーインフラの海外展開へ向けた事業実施可能性調査事業（ベトナム国・IoT 東京電力フュエル 産業保安グループ
技術の導入及び人材育成サービス事業化に向けた実施可能性調査）調査報告書
＆パワー株式会社 電力安全課

3.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000102.pdf

000116

01.5.24 E007849

平成３０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

4.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000116.pdf

000147

01.5.24 E007850

平成３０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
新規事業創造推進室

000042

01.5.22 E007822

平成３０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

14.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000042.pdf

000043

01.5.22 E007823

平成３０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（製油所の競争力
に係る技術動向に関する調査）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

31.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000043.pdf

ＰｗＣコンサルティ
ング合同会社

産業保安グループ
ガス安全室

PDF・ZIP
容量
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中小企業庁
経営支援部経営支援課

一般社団法人日本 通商政策局
ミャンマー協会
アジア大洋州課

高圧ガス保安協会

産業保安グループ
ガス安全室
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000044

01.5.22 E007824

一般財団法人石油 資源エネルギー庁
平成３０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

000046

01.5.22 E007825

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費(安全普及促進事業(ガス保安広報及び広報
株式会社電通
効果検証等))広告効果検証結果報告書

000047

01.5.22 E007826

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（安全技術普及事業（指導事業（保安専門技
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
術者指導等事業）））に係る事業報告書
ガス安全室

000048

01.5.22 E007827

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（ＬＰガス容器の緊急遮断バルブ等の調査研
産業保安グループ
高圧ガス保安協会
究）に関する報告書
ガス安全室

29.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000048.pdf

000049

01.5.22 E007828

株式会社エヌ・
平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（安全技術普及事業（指導事業（地域保安指
産業保安グループ
ティ・ティ・データ経
導事業）））報告書
ガス安全室
営研究所

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000049.pdf

000053

01.5.22 E007809 平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（生物多様性総合対策事業）委託事業報告書

000055

01.5.22 E007810

平成３０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）報告書

000056

産業保安グループ
ガス安全室

93.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000044.pdf

2.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000046.pdf

132.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000047.zip

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

32.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000053.pdf

一般財団法人日本
資源エネルギー庁
エネルギー経済研
長官官房総務課調査広報室
究所

10.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000055.pdf

01.5.22 E007811

デロイト トーマツ
平成３０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（エネルギー関連ファイナ ファイナンシャルア 資源エネルギー庁
ンスを巡る情勢調査）調査報告書
ドバイザリー合同 長官官房総務課調査広報室
会社

5.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000056.pdf

000057

01.5.22 E007812

平成３０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

資源エネルギー庁
株式会社矢野経済
電力･ガス事業部ガス市場整
研究所
備室

5.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000057.pdf

000058

01.5.22 E007813

平成３０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

1.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000058.pdf

000059

01.5.22 E007814

平成３０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及び第二種特定化学物質の管理方
いであ株式会社
法等に関する調査）報告書

000060

01.5.22 E007815 平成３０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

0.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000060.pdf

000061

01.5.22 E007816 平成３０年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討報告書

公益社団法人全国 産業保安グループ
火薬類保安協会 鉱山・火薬類監理官付

52.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000061.pdf

000062

01.5.22 E007817 平成３０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

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000062.pdf

000064

01.5.22 E007818 平成３０年度中小企業庁委託事業（国内外販路開拓研究会支援業務）報告書

中小企業庁
有限責任監査法人
経営支援部創業・新事業促
トーマツ
進課

1.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000064.pdf

000065

01.5.22 E007819 平成３０年度化学物質安全対策（ベストミックスの視点から見たレスポンシブル・ケアのあり方）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

2.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000065.pdf

000066

01.5.22 E007820

製造産業局
平成３０年度化学物質安全対策（レスポンシブル・ケア活動におけるリスク情報を活用した地域対話の在り 国立大学法人横浜
化学物質管理課化学物質リ
方に関する研究）調査報告書
国立大学
スク評価室

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000066.pdf

製造産業局
化学物質管理課化学物質安
全室
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000099

01.5.22 E007821

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（分散型電源の遠隔監視制御活用拡大に 株式会社三菱総合 産業保安グループ
係る検討事業）報告書
研究所
電力安全課

5.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000099.pdf

000022

01.5.21 E007787

平成３０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 一般社団法人日本 産業保安グループ
準適合性評価等（LNGアンローディングアームの代替フレキシブルホースに関する技術調査））調査報告書 ガス協会
ガス安全室

55.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000022.pdf

000023

01.5.21 E007788

平成３０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（ガス導管の溶接部非破壊検査へのデジタルＲＴ適用））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 ガス安全室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000023.pdf

000024

平成３０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
01.5.21 E007789 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

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000024.pdf

000025

01.5.21 E007790

平成３０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（他工事事故対策に関する調査事業））調査報告書

ＪＦＥテクノリサーチ 産業保安グループ
株式会社
ガス安全室

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000025.pdf

000026

01.5.21 E007791

平成３０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

産業保安グループ
ガス安全室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000026.pdf

000028

01.5.21 E007792

平成３０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

5.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000028.pdf

000030

01.5.21 E007793

平成３０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（脱炭素化・エネルギー転 株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
換を目指したエネルギー戦略立案に向けた調査・分析）最終報告書
研究所
長官官房総務課戦略企画室

10.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000030.pdf

000031

01.5.21 E007794

平成３０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

23.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000031.pdf

000032

01.5.21 E007795

平成３０年度地域中核企業創出・支援事業（地域未来投資促進法の執行状況等に関する調査事業）調査 富士ゼロックス株
報告書
式会社

000034

01.5.21 E007796

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（海外における物流・サプライチェーンの動向調査 Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ Ｉｎｔｅ 商務・サービスグループ
事業）報告書
ｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ．
物流企画室

000038

01.5.21 E007797

平成３０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

000040

地域経済産業グループ
地域未来投資促進室

0.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000032.pdf

7.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000034.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000034-1.zip

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

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000038.pdf

01.5.21 E007798 平成３０年度地球温暖化問題等対策調査（中長期的に重要となる環境技術等に関する調査）報告書

一般財団法人エネ
産業技術環境局
ルギー総合工学研
総務課国際室
究所

2.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000040.pdf

000041

01.5.21 E007799 平成３０年度中小企業・小規模事業者に向けた事例集アプリケーション開発に係る調査事業報告書

ＴＣ３株式会社

000088

01.5.21 E007800

平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業イノベーション推進施策に関する審査スキーム
の高度化に関する調査）調査報告書

000089

01.5.21 E007801

中小企業庁
長官官房デジタル・トランス
フォーメーション室

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000041.pdf

デロイ トトーマツ コ 中小企業庁
ンサルティング合 経営支援部技術・経営革新
同会社
課

3.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000088.pdf

中小企業庁
平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（ＩｏＴ・ＡＩ等を活用した研究開発の推進・事業化に関する調 一般財団法人デジ
経営支援部技術・経営革新
査事業）実施報告書
タルコンテンツ協会
課

4.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000089.pdf
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000090

株式会社ローラン
ド・ベルガー,由紀
中小企業庁
平成３０年度戦略的基盤技術高度化支援事業（素形材企業の価値提案型転機に向けたモデル創出調査 ホールディングス
01.5.21 E007802
経営支援部技術・経営革新
事業）最終報告書
株式会社,株式会
課
社ＦＥＥＬ ＧＯＯＤ
ＣＲＥＡＴＩＯＮ

000091

01.5.21 E007803

000092

PDF・ZIP
容量
（ＭＢ）

ＨＰアドレス（報告書）

ＨＰアドレス（データ）

10.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000090.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000090-1.zip

三菱UFJリサーチ 中小企業庁
平成３０年度中小企業技術基盤強化税制（国税）及び中小企業者等の試験研究費に係る特例措置（地方
＆コンサルティング 経営支援部技術・経営革新
税）の効果に関する調査報告書
株式会社
課

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000091.pdf

01.5.21 E007804 平成３０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調査報告書

中小企業庁
神鋼リサーチ株式
経営支援部技術・経営革新
会社
課

67.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000092.pdf

000120

01.5.21 E007805 平成３０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

株式会社東京商工 中小企業庁事業環境部財務
リサーチ
課

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000120.pdf

000767

01.5.21 E007806

一般財団法人日本 資源エネルギー庁
平成３０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

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000767.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000767-1.zip

000001

01.5.16 E007764

平成３０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

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000001.pdf

000002

平成３０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（模倣品対策に係る取組の効果に関 デロイト トーマツ コ
製造産業局
01.5.16 E007765 する定量的把握手法の整理及び技術的手段を活用した効果的な対策手法の普及支援策に関する調査） ンサルティング合
模倣品対策室
調査報告書
同会社

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000002.pdf

000003

01.5.16 E007766

平成３０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(ミャンマー投資環境・事業改善調 西村あさひ法律事 通商政策局
査) 調査報告書
務所
アジア大洋州課

3.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000003.pdf

000004

01.5.16 E007767

平成３０年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：防災・減災対策を検討するため
のフレームの標準化に向けた実現可能性調査）調査報告書

株式会社三菱総合 産業技術環境局
研究所
基準認証政策課

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000004.pdf

000005

01.5.16 E007768

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（新たな経済社会 株式会社日本総合 経済産業政策局
システムに対応した社会保障のあり方に関する調査研究））調査報告書（概要版）
研究所
産業構造課

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000005.pdf

000006

01.5.16 E007769

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（新たな経済社会 株式会社日本総合 経済産業政策局
システムに対応した社会保障のあり方に関する調査研究））調査報告書
研究所
産業構造課

6.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000006.pdf

000007

01.5.16 E007770 平成３０年度関西中小企業における経営課題解決に向けた支援機関の活用実態に関する調査報告書

000008

01.5.16 E007771

平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（アフリカビジネスに関連するファ 有限責任監査法人 通商政策局
ンド等の実態調査）成果報告書
トーマツ
中東アフリカ課アフリカ室

000011

01.5.16 E007772

平成３０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 神鋼リサーチ株式 産業技術環境局
告書
会社
研究開発課技術評価室

4.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000011.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000011-1.zip

000012

01.5.16 E007773

通商政策局
平成３０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（パキスタン：日パキスタンの経済 株式会社国際開発
アジア太洋州課南西アジア
関係強化に関する調査）調査報告書
センター
室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000012.pdf

000013

平成３０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（パキスタン：日パキスタンの経済
通商政策局
株式会社国際開発
01.5.16 E007774 関係強化に関する調査）調査報告書（英語版）
アジア太洋州課南西アジア
センター
Survey on Strengthening Bilateral Economic Relationship between Pakistan and Japan FINAL REPORT
室

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000013.pdf

000014

01.5.16 E007775

平成３０年度天然ガスの高度利用に係る事業環境等の調査事業（諸外国における熱量バンド制に関する
実態調査）調査報告書

近畿経済産業局
株式会社矢野経済
総務企画部中小企業政策調
研究所
査課

資源エネルギー庁
株式会社野村総合
電力・ガス事業部ガス市場整
研究所
備室
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10.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000008.pdf

3.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000014.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000014-1.zip
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000148

平成３０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 一般社団法人日本
経済産業政策局
01.5.16 E007780 ム形成に向けた基盤構築事業（我が国のコーポレートベンチャリング・ディベロップメントに関する調査研究 ベンチャーキャピタ
新規事業創造推進室
～ＣＶＣ・スタートアップＭ＆Ａ活動実態調査ならびに国際比較～））報告書
ル協会

2.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000148.pdf

000149

01.5.16 E007781

平成３０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（創業・起業支援事業（起業家精神に関する調査）））報告書
式会社
新規事業創造推進室

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000149.pdf

000015

01.5.16 E007776

資源エネルギー庁
平成３０年度天然ガスの高度利用に係る事業環境等の調査事業（熱量バンド制への移行による燃焼機器 一般財団法人日本
電力・ガス事業部ガス市場整
の影響等調査）報告書
ガス機器検査協会
備室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000015.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000015-1.zip

000018

平成３０年度我が国内外の投資促進体制整備等調査（日本企業等による海外企業買収の課題等に関す
ＰｗＣアドバイザ
01.5.16 E007777 る調査・研究等事業）報告書【海外M＆Aと日本企業～M＆Aの最前線に立つ国内外の企業の声からひもと
リー合同会社
く課題克服の可能性～】

000019

01.5.16 E007778

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（海洋における石油・天然ガス開発に係る保安 一般財団法人エン 産業保安グループ
調査）報告書
ジニアリング協会 鉱山・火薬類監理官付

8.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000019.pdf

000020

01.5.16 E007782

平成３０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マークイット
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
ジャパン合同会社 情報産業課

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000020.pdf

000021

01.5.16 E007779

平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（鉱山保安マネジメントシステム導入促進のた ＳＯＭＰＯリスクマ 産業保安グループ
めの対策等調査）報告書
ネジメント株式会社 鉱山・火薬類監理官付

6.5 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000021.pdf

貿易経済協力局
投資促進課

12 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000018.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000018-1.zip

000009

01.5.7 E007757 平成３０年度製造業の緊急時対応力を高める事業継続計画策定支援事業報告書

特定非営利活動法
製造産業局
人事業継続推進機
総務課
構

000010

01.5.7 E007758 平成３０年度中小企業等の技術情報管理状況等調査事業報告書

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

000035

01.5.7 E007759

000063

01.5.7 E007760 平成３０年度火薬類事故防止対策事業報告書

000707

01.5.7 E007751

通商政策局
平成３０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（インド国：グジャラート州サ 株式会社みずほ銀
アジア大洋州課南西アジア
ナンド地区における日本専用工業団地および関連事業実施可能性調査事業)調査報告書
行
室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000707.pdf

000708

平成３０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（インド国：グジャラート州サ
ナンド地区における日本専用工業団地および関連事業実施可能性調査事業)調査報告書（英語版）
通商政策局
株式会社みずほ銀
01.5.7 E007750 FY 2018 Study on business opportunities for High-quality Infrastructure in Overseas(India:
アジア大洋州課南西アジア
行
Comprehensive Study on Japanese Industrial township at Sanand Ⅲ and related business in Gujarat
室
State)

7.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000708.pdf

000729

01.5.7 E007749

平成３０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
た業界横断的な認知度向上並びに入職促進に関する調査・検討）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

3.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000729.pdf

000735

01.5.7 E007748

デロイト トーマツ コ
平成３０年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（産業保安のスマート化に関する中国における
産業保安グループ
ンサルティング合
調査等事業）最終報告書
保安課
同会社

2.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000735.pdf

000768

01.5.7 E007752

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（データ流通秩序 みずほ情報総研株 経済産業政策局
に係る技術及び法令に関する調査））調査報告書
式会社
知的財産政策室

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000768.pdf

平成３０年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費（新規分野の国際ルールイ アクセンチュア株
ンテリジェンスに関する調査（自律走行ロボットの活用に向けた国際標準化戦略に係る調査））調査報告書 式会社

商務・サービスグループ
物流企画室

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
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000770

01.5.7 E007753

平成３０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（インド国：日本企業のイン
ド進出に資する完成車における鉄道輸送技術の実現可能性調査）報告書

鴻池運輸株式会
社,日本貨物鉄道
株式会社

通商政策局
アジア大洋州課南西アジア
室

17.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000770.pdf

000771

平成３０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（インド国：日本企業のイン
ド進出に資する完成車における鉄道輸送技術の実現可能性調査）報告書（英語版）
01.5.7 E007754 FY2018 Study on business opportunity of High-quality Infrastructure to Overseas (India: Feasibility
Study of Rail Transportation Technologies for Completed Vehicles That Contribute to Operation in India
by Japanese Corporations)

鴻池運輸株式会
社,日本貨物鉄道
株式会社

通商政策局
アジア大洋州課南西アジア
室

2.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000771.pdf

000772

01.5.7 E007755

株式会社日本開発 通商政策局
平成３０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（バングラデシュ国ミレショラ
政策研究所,双日 アジア大洋州課南西アジア
イ地区での臨海工業団地とエネルギー輸入基地可能性調査事業）調査報告書
株式会社
室

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000772.pdf

000773

01.5.7 E007756

平成３０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（バングラデシュ国ミレショラ
株式会社 日本開
イ地区での臨海工業団地とエネルギー輸入基地可能性調査事業）調査報告書（英語版）
発政策研究所,双
FEASIBILITY STUDY OF MIRSARAI OCEAN FRONT ECONOMIC ZONE AND PORT, PEOPLE’S
日株式会社
REPUBLIC OF BANGLADESH

000742

31.4.22 E007717

000743

平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ミャンマー連邦共和国・産
業排水処理および排水モニタリングビジネス調査事業）調査報告書（英文）
31.4.22 E007718 Feasibility Study on the Overseas Expansion of Quality Infrastructure Project in FY 2018,Final Report,
Study on Industrial Wastewater Treatment and Wastewater Monitoring Business in the Republic of the
Union of Myanmar,Final Report

株式会社ウェル
製造産業局
シィ, 三菱ケミカル
国際プラント・インフラシステ
アクア・ソリューショ
ム・水ビジネス推進室
ンズ株式会社

2.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000743.pdf

000744

デロイト トーマツ
ファイナンシャルア
ドバイザリー合同 製造産業局
平成３０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（フィリピン国における下水
31.4.22 E007719
会社,一般社団法 国際プラント・インフラシステ
道事業実施可能性調査）調査報告書（和文）
人海外水循環シス ム・水ビジネス推進室
テム協議会,オリジ
ナル設計株式会社

3.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000744.pdf

000745

デロイト トーマツ
ファイナンシャルア
平成３０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（フィリピン国における下水
ドバイザリー合同 製造産業局
道事業実施可能性調査）調査報告書（英文）
31.4.22 E007720
会社,一般社団法 国際プラント・インフラシステ
FY 2018 Study on Business Opportunity of High-quality Infrastructure to Overseas (Feasibility Study for
人海外水循環シス ム・水ビジネス推進室
the Sewerage System Development Project in the Philippines) Final Report
テム協議会,オリジ
ナル設計株式会社

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000745.pdf

000746

平成３０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（フィリピン国地方都市にお
31.4.22 E007721 ける上水供給コンセッション事業への事業参画並びに取水・浄水設備導入可能性検討調査）調査報告書 株式会社長大
（和文）

製造産業局
国際プラント・インフラシステ
ム・水ビジネス推進室

4.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000746.pdf

000747

平成３０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（フィリピン国地方都市にお
ける上水供給コンセッション事業への事業参画並びに取水・浄水設備導入可能性検討調査）調査報告書
（英文）
31.4.22 E007722 FY 2018 Projects to Promote Overseas Sales of Quality Infrastructure Systems (Feasibility Studies for
株式会社長大
Japanese Companies to Acquire Infrastructure Orders) Feasibility Study for Exportation of Water Intake
and Water Treatment Equipment and Facilities to Water Concession Businesses on the Regional Cities in
the Philippines,Study Report

製造産業局
国際プラント・インフラシステ
ム・水ビジネス推進室

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000747.pdf

000748

平成３０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（タイ王国・水供
製造産業局
住友電気工業株式
31.4.22 E007723 給事業会社への水処理メーカーによる包括的サービスを通じた上下水道及び再生水事業関連インフラ輸
国際プラント・インフラシステ
会社
出に関する事業実施可能性調査）調査報告書（和文）
ム・水ビジネス推進室

7.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000748.pdf

通商政策局
アジア大洋州課南西アジア
室

株式会社ウェル
製造産業局
平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（ミャンマー連邦共和国・産 シィ, 三菱ケミカル
国際プラント・インフラシステ
業排水処理および排水モニタリングビジネス調査事業）調査報告書（和文）
アクア・ソリューショ
ム・水ビジネス推進室
ンズ株式会社
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000749

平成３０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（タイ王国・水供
給事業会社への水処理メーカーによる包括的サービスを通じた上下水道及び再生水事業関連インフラ輸
出に関する事業実施可能性調査）調査報告書（英文）
製造産業局
住友電気工業株式
31.4.22 E007724 PROMOTE EXPORTING JAPANESE QUALITY INFRASTRUCTURE, THAT IS, BEST AVAILABLE
国際プラント・インフラシステ
会社
TECHNOLOGY, FY2018 FEASIBILITY STUDY ON EXPORTING OF INFRASTRUCTURE FOR WATER
ム・水ビジネス推進室
SUPPLY, SEWAGE & RECYCLING SYSTEMS THROUGH COMPREHENSIVE SERVICE BY WATER
SOLUTION COMPANIES IN THAILAND FINAL REPORT

7.2 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000749.pdf

000750

31.4.22 E007725

平成３０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（米国における
本邦脱塩技術を用いた下水再生処理プロセスにおけるRO濃縮水の減容化調査）調査報告書（和文）

みずほ情報総研株 製造産業局
式会社,ゼオライト 国際プラント・インフラシステ
株式会社
ム・水ビジネス推進室

6.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000750.pdf

000751

平成３０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（米国における
本邦脱塩技術を用いた下水再生処理プロセスにおけるRO濃縮水の減容化調査）調査報告書（英文）
31.4.22 E007726 Project Feasibility Study for the Overseas Expansion of Quality Energy Infrastructure in FY2018
(Reduction of RO Concentrate by applying Japanese Demineralization Technology onto Wastewater
Reclamation Process in the United States) REPORT

みずほ情報総研株 製造産業局
式会社,ゼオライト 国際プラント・インフラシステ
株式会社
ム・水ビジネス推進室

6.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000751.pdf

000752

31.4.22 E007727 平成３０年度関西地域におけるベンチャー関連情報の実態把握調査事業報告書

株式会社帝国デー 近畿経済産業局
タバンク
産業部創業・経営支援課

9.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000752.pdf

000756

31.4.22 E007728

資源エネルギー庁
平成３０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 株式会社三菱総合
省エネルギー・新エネルギー
の展開事業）報告書
研究所
部新エネルギー課

11.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000756.pdf

000757

31.4.22 E007729

平成３０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
宮城県
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

4.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000757.pdf

000758

31.4.22 E007730

資源エネルギー庁
平成３０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 株式会社浜松新電
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
力,浜松市
部 新エネルギー課

1.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000758.pdf

000759

31.4.22 E007731

平成３０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
三重県
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

5.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000759.pdf

000760

31.4.22 E007732

平成３０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
和歌山県
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

6.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000760.pdf

000761

31.4.22 E007733

平成３０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,北九州市
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

2.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000761.pdf

000762

31.4.22 E007734 平成３０年度平成２９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調査報告書

株式会社矢野経済 中小企業庁
研究所
経営支援部商業課

000764

31.4.22 E007735 平成３０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

0.6 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000764.pdf

000765

31.4.22 E007736 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業に係る事業化率向上に向けた支援事業調査報告書

PwCコンサルティン 九州経済産業局
グ合同会社
地域経済部産業技術課

3.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000765.pdf

000766

31.4.22 E007737

平成３０年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（海外における再生可能エネル
ギー等動向調査）調査報告書

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

8.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000766.pdf

000050

31.4.18 E007708

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（２０５０年を見据
えたマクロ経済モデルの分析調査））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

1.8 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000050.pdf
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EY新日本有限責
任監査法人

大臣官房
会計課

0.4 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000721.pdf

アクセンチュア株
式会社

産業保安グループ
保安課

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000722.pdf

ＨＰアドレス（データ）

000721

31.4.18 E007700 平成３０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

000722

31.4.18 E007701

000727

31.4.18 E007702 平成３０年度電力設備電磁界情報調査提供事業報告書

000732

31.4.18 E007703

平成３０年度原子力の利用状況等に関する調査（安全な原子力事業の実施にあたり事業者が備えるべき 株式会社三菱総合 資源エネルギー庁
組織文化・経営体制等に関する調査事業）報告書
研究所
原子力政策課原子力基盤室

6.9 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000732.pdf

000736

31.4.18 E007704

商務情報政策局
平成３０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

1.7 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000736.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000736-1.zip

000737

31.4.18 E007705

平成３０年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：ルール形成戦略における試験・
認証機関の海外展開及びメーカー企業との分業体制に関する調査）最終報告書

デロイト トーマツ コ
産業技術環境局
ンサルティング合
基準認証戦略室
同会社

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000737.pdf

000740

31.4.18 E007706

フレッシュフィール
平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費）（主要国における ズブルックハウス 経済産業政策局
経済・社会環境と競争政策に関する制度・実態調査）報告書
デリンガー外国法 競争環境整備室
事務弁護士事務所

2.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000740.pdf

000741

31.4.18 E007707 平成３０年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：海外標準化動向調査）報告書

ホワイト＆ケースＬ 産業技術環境局
ＬＰ
基準認証政策課

3.1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000741.pdf

000702

31.4.12 E007695

平成３０年度産業統計研究委託事業（新たなサービス業態「シェアリングエコノミー等」の把握に関する調
査）報告書（概要版）

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

1.0 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000702.pdf

000703

31.4.12 E007696

平成３０年度産業統計研究委託事業（新たなサービス業態「シェアリングエコノミー等」の把握に関する調
査）報告書

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

3.3 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000703.pdf

000706

31.4.12 E007694

平成３０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事業（認定経 株式会社ドゥリ
営革新等支援機関に関する任意調査）報告書
サーチ研究所

000716

31.4.12 E007693 平成３０年度石油産業体制等調査研究（天然ガスの安定供給確保に関する調査）報告書

000696

31.4.10 E007683

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（産業保安・製品安全分野におけるデータ分析機能
構築に向けた検討業務）調査報告書

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

中小企業庁
経営支援部経営支援課

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

平成３０年度関西における地域産業資源活用事業計画認定事業（食品・観光案件）を対象とした新たな中 株式会社地域計画 近畿経済産業局
小企業支援モデルの検討調査報告書
建築研究所
産業部産業課産業振興室
資源エネルギー庁
株式会社インテー
電力・ガス事業部電力産業・
ジリサーチ
市場室

000688

31.4.8 E007677 平成３０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

000728

31.4.8 E007676

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業（産業界・地域と連携した消費需要喚起事業推進
株式会社ニーズ
に向けた現状調査）調査結果

000597

31.3.8 E007586

平成３０年度産業経済研究委託事業（経済産業政策・第四次産業革命関係調査事業費（電力・ガス小売自 株式会社電通マク 電力・ガス取引監視等委員会
由化における消費者の選択行動アンケート調査事業）)調査報告書
ロミルインサイト
事務局取引監視課

000545

31.2.12 E007546

商務・サービスグループ
消費・流通政策課

平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（東アジアの新興国との経済連携 日本コンベンション 通商政策局
に関する調査業務）報告書（各国情報）
サービス株式会社 経済連携課
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31.2.12 E007547
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平成３０年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（東アジアの新興国との経済連携 日本コンベンション 通商政策局
に関する調査業務）報告書（共同声明および各国における反応）
サービス株式会社 経済連携課

30.12.12 E007507 平成３０年度中小企業組合等共同施設等災害復旧事業に係る今後のニーズ等調査調査報告書

株式会社帝国デー 中小企業庁
タバンク
経営支援部経営支援課

000397

30.8.31 E007397

平成３０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２９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２８年度決算実績）
研究所
事業環境部企画課調査室

000392

30.8.27 E007396

平成３０年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（産業保安システム構築等に向けた調査・検討事業） 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
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