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①JEITA電子図書館の概要



事業の可視化と調査成果の活用促進【2021年度・重点事業】

【変革に繋がる情報発信】
・事業の成果を可視化し、共有することで、周知、重複防止、活用促進を図る。

・事業成果である刊行物を電子化し保存することで、在宅でも迅速アクセスと共に、冊子保存スペースの削減に繋げる。

・刊行物を会員向けに「JEITA電子図書館」として開架することで、会員の利便性向上、信頼確保と変革に繋げる。

・刊行物を体系的に保存することで、協会の重要資産の散逸防止、迅速な問合せ対応に繋げる。

事業
計画
事業
計画

調査統計データブック、JEITA・JIS規格類、
各部発行の報告書、外部寄贈冊子 等

■アナログ文書（紙媒体）の現状(フロア移転前の書庫の様子)

紙媒体で保管されてきた
協会の重要資産を電子化し
活用していくための取組
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1. 目的
 JEITAで作成・公開している出版物等を「JEITA電子図書館」で閲覧（無料）できるよう

にすることで、会員の利便性向上・信頼確保と変革につなげる

2. 利用者は、「JEITA会員」
 JEITA会員サイトに登録を行った、JEITA会員およびJEITA役職員

3. 登録
 JEITA役職員が、発行委員会等の了解を得た後、JEITA図書館に登録する
 公開時期の指定が可能（即時、1年後、２年後）

4. 機能
 登録された出版物等のバックナンバーの一覧や検索が可能
 電子ブック形式で閲覧のみが可能(印刷、ダウンロードは不可)

「JEITA電子図書館」の目的、利用者、登録など
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1. 出版物等とは・・
 出版物等とは、原則として「文書取扱規定」第14条、「永久保存」文書のうち「(ル)本会又は
委員会が作成した報告書及び刊行物」を対象

2. いつから、どのくらい・・
 オープン時には、第一期として昭和34年(1959年)から現在まで約700冊の出版物を掲載

3. 登録されているシリーズ名は・・

「JEITA電子図書館」に掲載している出版物等について

報告書・刊行物 提言・要望書 プレスリリース・会見資料 標準化(規格以外) 講演会・セミナー資料

電子情報産業の世界生産見通し(赤本)
注目分野に関する動向調査

調査統計ガイドブック
AV&IT機器世界需要動向

民生用電子機器国内出荷データ集
移動電話に関する調査報告書

サーバ・パソコンに関する調査報告書
情報端末装置に関する調査報告書
産業用電子機器需要予測(廃刊)

医療機器調査報告書(廃刊)
主要電子機器の世界生産状況(廃刊)

日本の電子情報産業(廃刊)

電子工業の動向(廃刊)
海外法人リスト(廃刊)
JEITA Review(廃刊)

シリーズ名でも検索できますシリーズ名でも検索できます
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「JEITA電子図書館」の閲覧・検索画面イメージ

フリーワード検索(書名と副題)
カテゴリ検索(発行年、対象分野、シリーズ名など)

トピックス検索(図書の種類やトピックス)
により閲覧ができる

昭和34年(1959年)から現在までの
約700冊の出版物を掲載

先人たちの業界活動の英知を今に活かす

ひきつづき、各部会・委員会の成果
物等について、バックナンバーの発掘や

追加掲載の検討をお願いします
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JEITA 電子図書館 説明会

②利用規約について



利用規約について
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利用規約について
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利用規約について
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利用規約について
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利用規約について
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利用規約について• 刊行物の取扱表記の注意事項
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▶取扱表記の注意事項
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▶取扱表記の注意事項
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▶取扱表記の注意事項
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▶取扱表記の注意事項
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JEITA 電子図書館 説明会

③操作説明



電子図書館サイトへのページ遷移
①JEITA WEBサイト（https://www.jeita.or.jp/japanese/）
の会員サイトをクリックします。

②会員サイト（https://www.jeita.or.jp/japanese/login/）に
遷移したらご自身の会員サイトログインIDとパスワードでログ
インします。

③「JEITA電子図書館」メニューをクリックします。

④電子図書館のTOPページが表示されます。
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電子図書館TOPページ 全体のご説明

電子図書館に格納さ
れているすべての書
籍を検索できます。

電子図書館に掲載さ
れている最新情報が

確認できます。 本サイトのご利用可
能な環境情報が記載
されております。

利用規約が確認で
きます。
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電子図書館TOPページ 検索機能のご説明
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電子図書館 検索機能 のご説明
「フリーワード検索」

登録されている出版物等の「書籍名」と
「副題」において検索ができます。

下記検索機能はすべてAND検索になります。

「カテゴリ検索」
以下の「登録図書分類」で検索ができます。

------------
● 電子機器
● 電子部品デバイス
● ソリューションサービス
● 電子情報産業（電子工業）
------------

「カテゴリ検索」
以下の「対象分類」で検索ができます。

------------
● AV機器（映像機器、音声機器、カーAVC機器）
● 通信機器
● コンピュータ(サーバ、パソコン)
● 情報端末(プリンター・イメージスキャナ・OCR・記憶装置・ディスプレ
イ・金融端末装置・流通POS端末装置・ハンディターミナル)
● 電気計測器
● 医用電子機器(ヘルスケア)
● その他の電子機器(電子応用装置・事務用機械他)
● 電子部品・半導体
● ディスプレイデバイス
● ソリューションサービス(SI開発・ソフトウェア・アウトソーシングその他)
------------
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電子図書館 検索機能 のご説明
下記検索機能はすべてAND検索になります。

「カテゴリ検索」
・発行年で検索ができます。
・また検索結果の表示を「新しい順」か「古い順」かを
指定できます。
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「カテゴリ検索」
以下のシリーズ名で検索ができます。
------------
● 電子情報産業の世界生産見通し(赤本)
● 注目分野に関する動向調査
● 調査統計ガイドブック
● AV&IT機器世界需要動向
● 民生用電子機器国内出荷データ集
● 移動電話に関する調査報告書
● サーバ・パソコンに関する調査報告書
● 情報端末装置に関する調査報告書(プリンター・イメージスキャナ・
OCR・記憶装置・ディスプレイ・端末装置)
● 産業用電子機器需要予測(廃刊)
● 医療機器調査報告書(廃刊)
● 主要電子機器の世界生産状況(廃刊)
● IC、FPDガイドブック(廃刊)
● 日本の電子情報産業(廃刊)
● 電子工業の動向(廃刊)
● 海外法人リスト(廃刊)
● JEITA Review(廃刊)
------------
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電子図書館 検索機能 のご説明
下記検索機能はすべてAND検索になります。

・トピックスは最大5つまで検索指定できます。
・「トピックス一覧はこちら」をクリックすると一覧の内容が

ご確認できます。

「トピックス」
以下のトピックスで検索できます。
---------------------
● 調査統計(市場動向)
● 技術戦略(技術動向)
● 環境
● 国際・通商政策
● 法務・知的財産
● 安全・スマート保安
● セキュリティ
● 人材育成
● デザイン経営
● Green x Digital
● カーボンニュートラル
● スマートホーム
● 先端交通システム
● 5G
● EC
● DX
● IoT
● Society5.0
● AI
● センサ
● ALAN
● コンピューティング技術
● 電子実装技術
● 刊行物・報告書
● 提言・要望書
● 標準化(規格以外)
● プレスリリース・会見資料
● 講演会・セミナー資料
---------------------
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電子図書館TOPページ 最新情報 のご説明
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このボタンを押すと刊行物購
入サイトへ遷移します。

書籍名をクリックすると以下詳細ページに遷移します。

書籍名をクリックすると電子ブックが開き閲覧できます。

電子図書館に掲載されている最
新情報が確認できます。
最新情報は10件表示となります。

電子図書館 最新情報 のご説明
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電子図書館TOPページ 閲覧にあたっての注意 のご説明
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JEITA電子図書館を閲覧するにあたり
推奨環境をご確認いただけます。

電子図書館TOPページ 閲覧にあたっての注意 ご説明
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電子図書館 検索結果ページ のご説明
検索機能より検索をかけると、下記のような検索一覧画面が表示され各出版物の詳細情報をご覧いただけます。

「刊行物の取扱表記」の
注意事項を確認できます。

検索結果対象の出版物件数を確認できます。
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電子図書館 検索結果ページ のご説明
検索機能より検索をかけると、下記のような検索一覧画面が表示され各出版物の詳細情報をご覧いただけます。

「刊行物の取扱表記」のアイコンをクリックするとアイ
コンについての説明が表示されます。
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電子図書館 検索結果ページ のご説明
検索機能より検索をかけると、下記のような検索一覧画面が表示され各出版物の詳細情報をご覧いただけます。

「発行年」をクリックする
と一覧が昇順、降順とソー
トされます。

書籍名、副題、頒布、発行年、登録図書分類、製品分類、
トピックス、シリーズ名、刊行物の取り扱い、価格の内容
がご確認できます。

書籍名をクリックすると電子ブックが開き閲覧できます。
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JEITA 会員サイトへの登録方法
JEITA会員会社の方のみがご登録いただけます
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JEITA会員サイトへの新規会員登録方法
JEITA図書館を閲覧するにはJEITA会員サイトへの会員登録が必要になります。
以下の方法で新規会員登録を行ってください。

新規会員登録フォームが表示され
ますので必要情報を入力します。

https://www.jeita.or.jp/japanese/login/
にアクセスし「新規会員登録」ボタンを
クリックします。
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JEITA会員サイトへの新規登録方法

会員サイトへの登録が完了しました。
ID、PWは以下になります。
ID:メールアドレス
PW:xxxx

審査

フォームでの申請が済むとJEITA
事務局の方で審査を行います。

審査が通過するとご登録
メールアドレスにIDとPW
が届きます。

会員サイト
（https://www.jeita.or.j
p/japanese/login/
）にアクセスし、届いた
ID,PWでログインします。
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JEITA 電子図書館 説明会

④質疑応答

回 答 者 🍁 JEITAアーカイブ検討会メンバー🍁

総務部・・・・山崎昌宏、原田亜矢、坂本厚子、岩上美亜、桜井康之
広報室・・・・鈴木孝枝
政策渉外部・・高瀬智子、小島喬
事業推進部・・川井俊弥、松尾旬子、栗山亜裕子、島崎美子



「JEITA 電子図書館」説明会
2022年10月7日 9：30-10：30

JEITA 電子図書館説明会は、終了しました。
ご参加頂きまして、ありがとうございました。

アンケートへのご回答をお願いいたします。
回答はこちらから → https://forms.office.com/r/Xis6C5f7vt

https://forms.office.com/r/Xis6C5f7vt

