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ユーザープロフィールで 自分に
ぴったりのジャーニーにする方
法とは？ 
ユーザープロフィールでは、 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
することができます。 ユーザープロフィールを
使用して、 機関経由で購読コンテンツにアクセ
スできる 場合もあります。 

新規プロフィールの登録
emerald.com/insight/register

どなたでも素早く、 簡単に、 Emerald Insight
でプロフィールを作成することができます。 た
だし、 ユーザープロフィール作成後すぐにコン
テンツに自動的にアクセスできるわけではあり
ませんのでご注意ください（OANで使用する場
合は除く。 詳細は次のページを参照）。 コン
テンツにアクセスするには、 機関指定の方法を
通じて 認証されなければなりません。  

1.  ホームページで「Register（登録）」を選択
します。 
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新規プロフィールの登録 
続き…

2.  フィールド欄にご自身の詳細を入力します。 

3.  組織アクセス番号を入力してください（OAN
の詳細に関しては下記情報を参照）。  

4.  マーケティング関連のメールの配信を希望す
る場合は、 ボックスにチェックを入れます。 

5.  ここでは、 ユーザープロフィールでできるこ
とについて記載しています。  

6.  ボックスにチェックを付けて利用条件とプラ
イバシーポリシーに同意し、 「Register（登
録）」をクリックします。 電子メールが送信
されたという確認メッセージが表示されま
す。 次に、 アクティベーション用の電子メー
ルを探します。 
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プロフィールを組織アクセス番号（OAN）にリンクして、 コンテンツにアクセスする 
OANは図書館か組織管理者によって提供されるアクセスコードです。 このコードは、 キャンパス外あるいは自宅からEmeraldリソースにアクセスで
きるように、 個人アカウントを機関または組織にリンクします。 ほとんどの場合、 キャンパス外からのアクセスは、 機関によって自動的にセットアッ
プされます（例えば、 Shibboleth、 Open AthensあるいはCASAにより）。 そうでない場合にリソースにアクセスするには、 OANが必要です。 これ
は図書館管理者によって提供されます。 
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アクティベーション用の電子メ
ール 

1.  「Login（ログイン）」リンクをクリックし
て、 パスワードを設定します。  

emerald.com/insightに自動的にリダイレクト
され、 詳細情報を保存するオプションが表示
されます。  
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プロフィールへのログイン 

emerald.com/insight/login 

ユーザープロフィール作成時に「Remember 
my email（電子メールを保存」および
「Remember my password（パスワードを保
存）」ボックスを選択された場合、 Emerald 
Insightへアクセスする度に迅速にログインする
ことができます。 

旧emeraldinsight.comプラットフォームに登録されていた 
すべてのプロフィールは、 以前に選択されていたアラート
設定とともに移行されました。 新しいサイトでプロフィー
ルを有効にしていない場合は、 emerald.com/loginにアク
セスし、 「パスワードを忘れた場合」オプションを選択し
て、 新しいパスワードを設定し、 プロフィールを再び有効
にしてください。 

1.  電子メールを保存するオプションを選択され
ている場合、 緑のボックスにこちらが表示さ
れます。 

2.  選択されていない場合は、 プロフィール登
録時に使用されたメールアドレスを入力して
ください。 

3.  複数のメールアドレスでプロフィールを登
録することができます。 リンクをクリックし
て、 新しいメールアドレスでプロフィールを
作成、 もしくは前回使用したログインを表示
します。 

1
3

2

https://www.emerald.com/login


プロフィールガイド 	 プロフィールガイド

プロフィールへのログイン 
続き…

3.  パスワードを保存するオプションも選択され
ている場合は、 前のページにある緑のボッ
クスをクリックすると、 自動的にログインする
ことができます。  

4.  選択されていない場合は、 指示に従ってパス
ワードを入力してください。  

5.  パスワードをお忘れの場合は、 リンクをクリ
ックするとパスワードのリセットに関する電子
メールが送信されます。 
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ユーザープロフィールを通じた
コンテンツアラートの設定 
検索やブラウジングしなくても、 プロフィールを
使用して対象分野の最新のジャーナルや書籍シ
リーズ、 エキスパート・ブリーフィングのコンテ
ンツの 最新情報を入手することができます。 

ジャーナルや書籍の コンテンツ
アラート
ユーザープロフィールにログインしていることを 
確認してください。  

1.  すべてのジャーナルおよび書籍シリーズか
らアラートを設定したい タイトルを見つけま
す。  

emerald.com/insight/browse/publications

検索によって返された特定のコンテンツから ジ
ャーナルや書籍に戻ることもできます。 
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https://www.emerald.com/insight/browse/publications
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ジャーナルや書籍のコンテンツアラート
続き…

選択したジャーナルや書籍シリーズの目次ページでアラー
トを設定できます。  

2.  「Subscribe to table of content alerts（目次アラート
を購読）」ボタンをクリックして、 アラートを設定しま
す。  

3.  これで、 ボタンが白色に切り替わります。 購読停止を希
望する場合は、 ボタンを再度クリックしてください（これ
以降、 アラートは停止されます）。 

4.  選択したタイトルに新しいコンテンツが追加されると、 す
ぐにアラートメールが送信されます。 
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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
ユーザープロフィールにログインしていることを 
確認してください。  

1.  emerald.com/insight/content/briefingsに
アクセスし、 「Subscribe（購読）」ボタン
を押してアラートを設定します。 画面上、 ボ
タンが白色に切り替わります。 購読停止を
希望する場合は、 ボタンを再度クリックして
ください（これ以降、 アラートは停止されま
す）。  

これで、 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受け取ることができるよう
になります。  

エキスパート・デイリー・ブリーフィングに関す
るガイド全文を表示
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https://www.emerald.com/insight/content/briefings
tk.emeraldgrouppublishing.com/exbr-alerts
tk.emeraldgrouppublishing.com/exbr-alerts
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ユーザープロフィールの管理
プロフィールエリアでは、 アラート設定の確認
や購読停止を行うことができます。  

ページ上部の「Profile（プロフィール）」リン
クをクリックします。  

1.  プロフィールエリアでは、 コンテンツアラー
トの全リストを確認することができます。 

2.  パスワードの変更やOANの追加（該当する場
合）なども可能です。 

1

2



プロフィールガイド 	 プロフィールガイド

ユーザープロフィールを通じて 
検索結果を保存
検索結果保存機能は、 特に検索条件が複雑な
際に便利です。  この機能により、 結果を保存し
て 後で再度確認することができます。  

1.  「Save this search（この検索結果を保存）
」リンクをクリックして検索結果を保存するこ
とができます。 

2.  検索結果は、 上部ナビゲーションバーにある
「Saved searches（保存した検索結果）」
を使って再表示と管理ができます。 
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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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