
貿易、投資、農業、環境、雇用、教育、保険・医療、
少子高齢化ほか経済開発機構（OECD)のあらゆる知見を収録

https://www.oecd-ilibrary.org

https://www.itu-ilibrary.org

OECD iLibrary

電気通信に特化したコンテンツを収録

ITU iLibrary
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● 約11,800タイトルのレポート書籍　　　　● 約5,600のワーキングペーパー
● 42のデータベース　　　　　　　　　　 ● 約50億のデータポイント
全分野では世界で年間約1,400万件がダウンロードされています。

●導入例
ケンブリッジ大学、ハーバード大学、
プリンストン大学、オックスフォード大学、
スタンフォード大学、香港大学、北京大学、
シンガポール国立大学、ソウル大学など

Source: Times Higher Education (2018 )  "World University Rankings 2018"
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各国の教育政策を審査、分析、学力調査 /教育制度の質、公平性、効果の統計データ

開発、貧困削減、不平等の緩和という世界共通課題への様々な国の経験と教訓のまとめ

各国の農業助成を国際比較できるOECDの農業助成測定方法
農業、漁業政策の審査結果と分析をCountry Reviewにまとめて出版

石油、石炭から再生エネルギーまで、あらゆるエネルギー源を対象としたエネルギー市場の統計。
市場や新技術の分析、各国のエネルギー政策評価。　国際エネルギー機関 (IEA )提供

OECD加盟国、非加盟国の経済的状況を継続的に監視した結果と分析 /短中期的な見通し

雇用、失業、労働市場政策の分析
若者、女性、高齢者などにより良い雇用を与えるための政策提言

OECD (経済協力開発機構)の役割とコンテンツ
OECDの役割

経済・社会政策に関する国際的なベストプラクティスの共有と、
国際的なルールやガイドライン作り。
　
コンテンツ：  
OECDの2本柱：報告書/統計データ

OECDの豊富な研究成果と経験をまとめた報告書と加盟各国と主要な
非加盟諸国から集められた他では得られない統計データの2本の柱で収録

OECD iLibraryの収録コンテンツ (2018年3月時点)

主要テーマ別　トピックス例

理系分野で活用可能なOECD iLibraryのデータ
経済・社会分野のみならず理系分野でもご活用頂けます。
● 環境資料統計：Environment at a Glance, Environment Statisticsなど
　 CO2排出量、水質調査、森林調査など多様な環境資料統計を含むデータが利用可能 
● その他：Health at a Glance, Society at a Glance, Economic surveyなど
　 人間の健康状態の推移や様々な社会・経済指標 (GDP、人口、貧困、出生率など ) 組み合わせて利用可能
　 国際比較を要する研究ならOECD資料統計から各国の統計はもちろん比較が可能

世界中の大学が研究の場でOECDコンテンツを活用! !

OECD iLibrary
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　I TUは情報通信技術に特化したUNの専門機関の一つです。1865年
パリにて設立以来、現在、193ヵ国の加盟国の中、政府機関と民間機関
を含む700以上の団体がメンバーとなっております。
　私たちは、現代生活のあらゆる場面 -ビジネス・文化や娯楽・職場や
家庭等- で情報通信技術に依存しています。相互のつながりが増えて
いる世界の中で、ITUは世界中の人々を結びつけ、コミュニケーションの
基本権利を保護しサポート活動を行っています。

● 4つの分野から刊行される書籍とチャプター
　 ：410タイトル以上の書籍 (約3,750チャプターが収録 )  
　 ※毎年約4 0タイトルが新たに刊行     

●  ITU  Yearbook  of  Statistics (統計)          
　  ※今後ますます統計資料やその他コンテンツも追加の　
　 　予定です。
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 I TUは
インターネットアクセスを

可能にします。

I TUは
モバイル革命に
力を入れています。

ITUは
あらゆる分野で

サポートを行います。

I TUの規格(光伝送とブロードバンド
アクセスネットワーク)によって大部分
のインターネット接続を可能にします。

技術の標準と政策の仕組みを構築し
モバイルと広帯域通信を可能にします。

情報通信技術に関わる緊急サービス、
ヘルスケア、教育、水道、電力ネット
ワーク、交通システムなど幅広い分野
でサポートを行っています。

ITU iLibrary   2018年よりサイトオープン！！

国際電気通信連合 ( ITU)とは？

ITUの役割

I TU iLibraryの収録コンテンツ (2018年3月時点 )

OECDコンテンツのユーザーにやさしい機能：OECD iLibrary・ ITU iLibrary
● 精度の高い検索エンジン　★ 2018年3月OECD iLibrary・ITU iLibraryのサイトをリニューアル
● 国別、テーマ別検索と詳細検索機能があり目的のタイトルを検索しやすい。
● 動的統計データをサポート・カスタマイズ機能、ダウンロード後使用可能
● メタデータDOIなど参照機能の拡充　
● 利用者が操作しやすいレイアウトとデザイン画面

※OECD iLibraryの独自の機能
   StatLink（論文内の表、グラフの元データをエクセルでダウンロード可能）

図書館様向けサポート機能の拡充　
● 利用統計 (Counterレポート準拠 )　
● VPN設定またはユーザーネームパスワード設定により、学外アクセス可能
● MARCレコード対応
● 日本人スタッフによるトレーニング・セミナー　



OECDのコンテンツが研究機関に欠かせない理由
● 国際比較可能な経済・社会分野の統計データが豊富に取り揃えられている
● 経済・社会政策の国際的なベストプラクティスを参照できる
● OECDが各国に行っている政策提言の内容を参照できる
● OECDが作る国際的なルールやガイドラインを参照できる

パッケージのご紹介

          Full Package (Book and Papers, Statistics , IEA Statistics , ITU iLibrary)

BPS online

BP online Statistics

OECD が提供する最大パッケージ

IEA Statistics ITU iLibrary
OECDが発行する約5,600の報告書、
23分野の統計データベースに無制限アクセスが可能

報告書のみへの
アクセス希望の場合に
おすすめ

統計データのみへの
アクセス希望の場合に
おすすめ

( International  Energy Agency )

電気通信関連の研究に
おすすめ
国際電気通信連合 ( ITU)で
刊行する刊行物と
統計データベースに
無制限アクセスが可能

BPS online

BP online

Statistics

IEA Statistics

ITU iLibrary

パッケージ名

 Full Package

報告書 統計データ エネルギー関連統計データ 電気通信関連コンテンツ

※データベースはすべて年間購読です。
※ ITU iLibrary には統計データ( 1種)と報告書が含まれます。

● サ  イ   ト  定  義 ：1機関1サイト ( 全学で利用が可能 )　※10サイト以上でご利用の場合にはご相談ください。
● 認　証　方　法 ：I Pアドレス認証　またはユーザーネームパスワード
● 同時アクセス数 ：無制限
● リモートアクセス：可 (VPN設定またはユーザネームパスワード )
● そ　 　 の　　他：PC、タブレット、スマートフォンで閲覧可能
● アクセスデータ権 ：報告書は購読期間までのバックナンバーは永続アクセス権あり

利用条件

BPS online・ IEA Statisticsフリートライアル お見積り受付中
トライアルのお申し込みと、お見積りのご用命は、下記までお問い合わせください。

学術情報ソリューション事業部　外国雑誌・eリソースセンター
〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 　国際浜松町ビル 9F
TEL:03-6367-6114   FAX:03-6367-6160   E-mail: e-support@maruzen.co.jp

丸善雄松堂株式会社

NEW

        NEW

理工系含む
エネルギー関連の研究に
おすすめ
国際エネルギー機関(IEA)の
統計データベース


