
変革をもたらすビ
ジネスとマネジメ
ント研究の拠点

212 誌のジャーナル

9,800+ の記事論文を 
2022年に出版予定

eJournals の詳細：
tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals

このコレクションについての詳細： 
tk.emeraldgrouppublishing.com/eman

Management eJournal 
Portfolio

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/eman


Management eJournal Portfolio
Emeraldの最初のジャーナルであるManagement Decisionが50年以上前に創刊されて以来、私たちはより広い社会に対して実
用的で説得力があり、人生を変えるようなインパクトを与えるマネジメント研究のポートフォリオを増やすことに情熱を注いできま
した。Emerald Management eJournal Portfolioは、最大級の学際的コレクションであり、従来のマネジメント分野に加え、気
候変動、不平等、紛争などの新たな社会的課題についても、さまざまな業界からの視点を提供しています。
幅広いスキルと高い知識を持った管理職がかつてないほど求められている今、このポートフォリオは、次世代のリーダーが膨大な
参考資料を活用して複雑な問題に自信を持って対処するための能力を養います。

学際的テーマのコンテンツハイライト
会計、金融、経済
“The cost of not wanting to know – 
the professions, money laundering and 
organised crime” (Journal of Financial Crime)

知識に対する外面的な態度の優位性が職業倫理の中
心に再確立されるように、職業倫理モデルの再校正の
ための新しいフレームワークを確立
するケースを考察しています。

ビジネス、マネジメント、戦略
“The impact of experiential augmented reality 
applications on fashion purchase intention”

(International Journal of Retail & 
Distribution Management)

拡張現実（AR）が消費者の情動・行動反応に与える
影響を検証し、消費者の買い物に
対する快楽的動機がこの関係を緩和
するかどうかを評価しています。

人事、学習、組織学
“Smart HR 4.0 – how industry 4.0 is disrupting HR”

(Human Resource Management 
International Digest)

ピープルアナリティクスを活用して従業員の離職率を
低下させたCredit Suisse社を例に、人事分野における
Smart HR 4.0の利点を説明しています。

情報、知識管理
“Digital Inequalities: Contextualizing Problems 
and Solutions”

(Journal of Information, Communication and 
Ethics in Society, 2020)

“Emerging technologies for providing 
public citizen-centric services”

(Information, Technology & 
People, 2021)

高い 
引用数

最新 
特別号

マーケティング
“Brand love matters to Millennials: the relevance 
of mystery, sensuality and intimacy to 
neo-luxury brands”

(Journal of Product & Brand Management)

ブランド愛が、ミステリー、官能
性、親密性というブランドイメージ
の側面を通じて、購入の意図や口
コミに及ぼす媒介効果を、ネオラ
グジュアリーブランドを対象に調査
しています。

高い 
オルトメトリ 
クススコア

オペレーション、物流、品質
“Protecting vulnerable people during pandemics 
through home delivery of essential supplies: 
a distribution logistics model”

(Journal of Humanitarian Logistics and Supply 
Chain Management)

小売店と物流サービス事業者のコ
ラボレーションを含め、実現可能
で資源効率の高い宅配戦略を、
実用に基づいて評価しています。

プロパティマネジメント、建造環境
「The International Journal of Building Pathology 
and Adaptationは、理論の実用化と、革新的で新し
い理論的なフレームワークの提唱をうまく結びつけて
います。このジャーナルは、建築物の適応と病理のあ
らゆる側面について学ぼうとする世界中の研究者や学
生にとって、最初に訪れるべき場所
へと進化しました」
サラ・ウィルキンソンUTS教授 
（オーストラリア、シドニー）

公共政策と環境管理
International Journal of Public Leadershipの最新特
別号では、Covid-19のパンデミックを取り上げ、世界
のリーダーたちの失敗と成功を評価しています。 
“Public Leadership in Times of Crisis–Viewpoints 
on Political and Administrative Leadership in 
Response to COVID-19”.

観光、ホスピタリティマネジメント
“Gender discrimination and perceived fairness in 
the promotion process of hotel employees”

(International Journal of Contemporary 
Hospitality Management)

ホテル従業員の昇進プロセスにつ
いて、昇進した従業員の性別、組
織的正義の認識、女性に対する
性差別の認識に基づいて、ホテル
経営者の見解を調査しています。

体験談
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網羅するトピックの例

注目のタイトル

MANAGEMENT DECISION

Emeraldの最初の出版物であり、最も長い歴史を持つ学術マネ
ジメントジャーナルの一つとして、マネジメントの分野において
国際的に卓越した進歩を遂げています。2020年に60巻目に入
り、偏見とリーダーシップ、企業の責任とサステナビリティ、社
会的イノベーションと起業などの研究に焦点を当てています。

EUROPEAN JOURNAL 
OF MARKETING

50年以上にわたって発行されてきたEJMは、マーケティングの知見の有力拠
点として地位を確立しており、昨年は75万件以上のダウンロードが行われま
した。最もダウンロードされた記事論文には、セレブリティ・エンドースメン
トの利用、一致性、デジタル・マーケティング、ブランド・ポジショニング戦

略、ブランド・コミュニティなどのトピックがあります。

ACCOUNTING, AUDITING & 
ACCOUNTABILITY JOURNAL

この分野の研究コミュニティの柱として、会計／監査とその社会経
済的、制度的、および政治的環境との相互作用に焦点を当てていま
す。独自のアプローチにより、読者はバーチャル特別号や、詩やフィ

クションによる会計の世界への啓発を期待することができます。

このコレクションのタイトル一覧をダウンロード: 

tk.emeraldgrouppublishing.com/eman-listing

Management eJournal Backfiles Portfolioで、マネジメント主題リソースを完成できます

1回のお支払いで、1898年以降の176誌、69,500以上の論文に、恒久的にアクセスいただけます。 

詳細はWebサイトにて: tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles

INTERNET RESEARCH

Sir Tim Berners-Leeによって造られた「ワールド・ワイド・ウェ
ブ」というフレーズを最初に使った出版物。現在もこのタイトル

は、ソーシャルメディア、電子政府、ウェブ解析、スマートフォン、
モバイルオペレーティングシステムなど、インターネット技術とアプ

リケーションに関する最先端の研究を発表し続けています。

会計、金融、経済
企業のガバナンスと社会的責任金融規
制法

ビジネス、マネジメント、戦略
パフォーマンスのためのマネジメントイノ
ベーションと起業戦略

人事、学習、組織学
ワークライフバランス従業員エンゲージ
メント戦略

情報管理、知識管理
データ保護とプライバシー 
デジタルデバイド

マーケティング
共創と価値人工知能

オペレーション、物流、品質
グリーンサプライチェーン 
インダストリー4.0

プロパティマネジメント、 
建造環境
不動産管理建築管理

公共政策、環境管理
災害リスク管理電子政府

観光、ホスピタリティ
ソーシャルメディアでの観光レビュー 
ダークツーリズム

2022年のポートフォリオに追加される新タイトル
JOURNAL OF ACCOUNTING LITERATURE

TECHNOLOGICAL SUSTAINABILITY
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https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles


21679 09/21

Emeraldは 50 年以上にわたって、新しい思考の擁護を事業の中心
に据えてきました。Emerald の中核精神は、違いを生み出すこと
により、学術界と各業界の人々が協力して実世界で前向きな変化
を起こせるようにすることです。

私たちの出版物と出版サービスは、研究者が有意義でタイムリー
な形で自らのストーリーを伝えることを支援し、インパクトのある
研究への自信と能力を高めるための革新的なツールとサービスを
提供します。

Emerald とつながるEmerald について

新しいコンテンツ/コレクション:
エメラルド・ジャパン epjapan@emerald.com

サポートへのお問い合わせ:
support@emerald.com

Web サイト
emeraldgrouppublishing.com

Join us in making a Real Impact.

図書館員用ツールキット
アクセス情報と認証情報、ユーザーガイド、図書館用プロモーション資料、利用統計レポート、検索用リソースなど。

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

インパクトのある 
社会科学研究の 
世界を発見・探求する

emerald.com/insight

優れた検索機能
•  ジャーナル、書籍、ケーススタディ、エキスパート・ブリ

ーフィング別に閲覧可能
•  特定の単語入力やフレーズ入力で、素早く高度な検索が

可能
•  検索結果を制限して、オープンアクセスか閲覧可能なコン

テンツのみを表示

快適なナビゲーション
•  予測しやすいナビゲーションとシンプルなインターフェース
•  検索結果の並び替えや、種別、日付、主題、国などのコ

ンテンツフィルタを適用可能
•  コンテンツのプレビューと構造化された要約により、読む

かどうかを容易に判断

新たな道すじを探索
•  関連コンテンツの提示から、新しいアイデアを刺激
•  学際的なテーマの研究には「キーワード」を選択
•  すべてのコンテンツが横並びで、シームレスな探索が可能

あなたのジャーニー
•  あらゆるデバイスでリモート、マルチユーザーアクセス
•  HTML、PDF、EPUB形式で表示、プラットフォームから直

接引用をダウンロード
•  ユーザープロファイルで、コンテンツアラートの設定や、

検索結果を保存して後ほど閲覧可能

ディスカバラビリティと利用状況
•  IP、EZproxy、Shibboleth/OpenAthensによる連携アクセ

ス、参照URL、Google CASAなど、主要な認証方法に対
応。組織アクセス番号もご要望に応じて提供

•  Emeraldのサービス提供を強化したSeamlessAccessで、参
加するすべての組織で連携したアクセスをサポート

•  ALMA、EBSCO EDS、Primo、Summon、WorldCATなど
の主要なディスカバリーサービスに収録

• KBARTとMARCレコードがダウンロード可能
•  Emerald Insightは、W3C AAおよび米国508条の準拠に努

めています
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