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自由に 探す...
閲覧でコンテンツを 見つける方法。 
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閲覧でコンテンツを見つける
方法。
雑誌、 書籍、 ケーススタディ、 エキスパート・
ブリーフィングなどの種別ごとにコンテンツを閲
覧できます。 

1.  ページの上部で[コンテンツの閲覧]を選択
し、 コンテンツタイプを選択します。  
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雑誌および書籍の閲覧-フィルタリン
グと検索 

1.  特定のタイトル名やタイトル名に含まれる単語を 
入力すると雑誌や書籍を検索できます。 

2.  閲覧可能なタイトル数を素早く確認できます。 

3.  適用したフィルターは、 個別に解除するか、  [すべて
解除]を選択することができます。 

4.  タイトル名またはボタンを選択すると、  雑誌または書
籍のすべてのコンテンツが表示されます。 

5.  A-Zフィルターを使って、 タイトル名でコンテンツを 絞
り込むことができます。 

6.  主題分類フィルターの3つの階層を使って コンテンツ
を絞り込むことができます。 [Subject]をドロップダウ
ンすると、 分野別に件名が表示され、 [サブカテゴリ]
で、 さらに特定の分野を確認できます。 

7.  [雑誌]または[書籍]を選択し、 出版タイプによって 絞
り込むことができます。 

8.  主題分類は各タイトルに付与されているため、  この
フィルタリングによって選択することもできます。 

雑誌と書籍を閲覧
emerald.com/insight/browse/publications 

雑誌と書籍の閲覧エリアでは、 雑誌と書籍の全巻を閲覧できます。 このページでは、 全てのコンテンツが自動的にアルファベット順に表示されるよ
う初期設定されています。  

emerald.com/insight/browse/publications
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雑誌の目次（TOC）ページ 

1.  ユーザープロフィールにサインインすると、  
選択した雑誌タイトルのコンテンツ（メール） 
アラートを登録できます。 

2.  このページから選択した雑誌のRSSフィード
を設定します。 

3.  この雑誌のコンテンツを検索するには、  
単語またはフレーズを入力します。 

4.  EarlyCiteのコンテンツを表示します 
（プレプリント）。 

5.  オープンアクセスの刊行物は南京錠の 
アイコン で識別できます。 

6.  雑誌のTOCページには、 全巻・全号が 
日付順に表示されます。 

7.  特別号は、 各巻の号数リストで 強調表示
されます。 

8.  出版情報（ISSN、 コンテンツ提供開始日、  
オープンアクセス状況、 編集者、  より詳細
情報を入手できるリンク）は 、 ページの右
側で確認できます。 
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書籍の目次（TOC）ページ
1.  シノプシスでは、 適用範囲の概要を確認で

きます。 

2.  関連するボックスを選択し、  [ダウンロード]
リンクをクリックすると、  複数の章（PDF）を
ダウンロードできます。 

3.  章のタイトルをクリックするとコンテンツを
HTMLで 表示できます。 

4.  下の矢印を選択すると、  他フォ-マットや章
の詳細が表示されます。 

5.  書籍のTOCページは巻レベルで、  入手可能
なすべての章が表示されます。 

6.  叢書・シリーズについては、  タイトル名を選
択すると、 入手可能な巻号を すべて表示で
きます。 
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書籍の目次（TOC）ページ
続き…

7.  叢書・シリーズのホームページから、 最新作
も含めすべての巻号に簡単にアクセスでき
ます。 

8.  [最新章]タブを選択すると、 出版済みの最新
章に素早くアクセスできます。 

9.  ユーザープロフィールにサインインすると、 
選択したシリーズタイトルのコンテンツ（メー
ル）アラートを登録できます。 

10.  出版情報（DOI、 ISSN、 コンテンツオンライ
ン公開日および編集者）は、 ページの右側
で確認できます。 
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ケーススタディの閲覧
emerald.com/insight/content/case-studies 

すべてのケーススタディのコンテンツを一箇所
またはそのコレクションごとに閲覧できます。 
どちらの方法でも、 さまざなフィルタリングを適
用し結果を絞り込むことができます。 

すべてのケーススタディの閲覧- 
フィルタリングと検索
1.  [すべてのケーススタディを表示]を選択する

と、 閲覧可能なケースコンテンツが日付順に
表示されます（新しい順）。 
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http://emerald.com/insight/content/case-studies
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すべてのケーススタディの閲覧-フィルタリ
ングと検索
続き... 

1.  表示 – ユーザー認証が適切に行われていれば、 アクセスでき
るコンテンツのみを表示することができます。 教員の方で、 教
材としてご利用になりたい場合は、 [教材]でフィルタリングでき
ます。 

2.  ケースの長さ – ケーススタディの長さで結果を絞り込めます。 

3.  主題– 主題分類によって結果を制限できます。 複数の選択が可
能です。 

4.  国 – コンテンツの地域に絞って表示します。 

5.  言語 – スペイン語のケーススタディのみを表示することができ
ます。 

6.  日付 – 月を選択することで最新のコンテンツを素早く表示でき
ますが、 年度ごとにコンテンツを 絞り込むこともできます。 

7.  ケース提供元 – コレクションごとにコンテンツを表示します。 

8.  検索ボックスに単語またはフレーズを入力して、 ケーススタディ
を検索できます。 
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ケースコレクションによって閲
覧
Emerald Insightのケーススタディには、 
Emeraldやライセンスパートナーのさまざまな
コレクションからアクセスできます。 

1.  Emeraldのコレクションによるケーススタディ
のコンテンツのみを表示します。 

2.  ライセンスパートナーによるケーススタディの
コンテンツのみを表示します。 特定のコレク
ションを選択した場合、 日付順（新しい順）
に該当するコレクションの目次のみが自動的
に表示されます。 前出の機能フィルターおよ
び検索は、 さらに目次を絞り込む場合にも
使用できます。 
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エキスパート・ブリーフィングの
閲覧
emerald.com/insight/content/briefings

最新のエキスパート・ブリーフ
ィングを閲覧 

1.  ユーザープロフィールにログインし、 購読ボ
タンをクリックすると、 エキスパート・デイリ
ー・ブリーフィングのメールアラートを登録で
きます。 

2.  日々新しいブリーフィングが発表されると、 
このページで最新のブリーフィングを確認で
きます。 ハイパーリンクされたタイトルまた
は記事下のリンクをクリックすると、 各ブリ
ーフィングが表示されます。 

すべてのエキスパート・ブリー
フィングを閲覧およびフィルタ
リング 

3.  このボタンをクリックすると、 エキスパート・
ブリーフィングの全コレクションを日付順（新
しい順）に表示できます。 
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すべてのエキスパート・ブリー
フィングを閲覧およびフィルタ
リング
続き... 

すべてのエキスパート・ブリーフィングを表示
するボタンを選択した後、 ページ右側のフィ
ルターを使ってコンテンツを絞りこむことがで
きます。  

1.  アクセス – ユーザー認証を受けている場合
に限って、 アクセス権のあるコンテンツのみ
を絞り込んで表示することができます。  

2.  年 – 出版日ごとに絞り込む。  

3.  コンテンツタイプ – ブリーフィングタイプに絞
って結果を表示します。  

4.  国 – A-Zリストから国を選択して、 コンテン
ツの地域ごとにフィルタリングします。 



insightのコンテンツへのアクセスに問
題がある場合は、図書館管理者にお問
い合わせください。

emerald.com/insightに関するすべてのガイドはこちらへアクセス： 
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight

insight ガイド
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