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関連コンテンツへ 
瞬時にアクセス 
Emerald Insightの  
コンテンツ検索方法。 
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Emerald Insightのコンテンツ
検索方法。
迅速かつ正確な結果を提供するために、 検索
にはMarkLogicsのパワフルな検索技術を使用
しています。 アルゴリズムは、 検索語に最も関
連性の高い結果を返すために、 ユーザー基準
に応じて設定されます。 

1.  簡易検索と詳細検索には、 Emerald Insight
のホームページからアクセスできます。  
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簡易検索
emerald.com/insight

検索基準に基づいて最初の結果を素早く提供
し、 フィルターを使ってそこから絞り込めるよう
に設計されています。 
1.  検索ボックスにキーワード（複数）やフレーズ

を入力して[検索]アイコンをクリックします。  
2.  検索バーは閲覧中ページの上部に常時表示

されているため、 いつでも新しい検索を実行
できます。 
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詳細検索
emerald.com/insight/advanced-search

特定事項を検索する場合、 最初の検索時にこ
の機能を使って詳細情報を入力すると、 より基
準に沿った結果を入手できます。 
1.  検索バーの[詳細検索]を選択します。 
2.  全体検索を行う場合は、 コンテンツタイプを

一つ以上選択します。 
3.  単語やフレーズを入力します。 ワイルドカー

ド[*]を使用できます。 フレーズは引用符で
囲む必要があります（例： “clean air”また
は“clean air legislation”）。 

4.  検索したい項目を選択して検索を絞り込むこ
とができます。 （すべて、 タイトル、 要約、 
寄稿者、 DOI）。 

5.  検索条件を追加するには[行を追加]をクリッ
クします。 

6.  ドロップダウンオプションを使用すると、 次
のブール演算子を利用できます：[AND]、 
[OR]、 [NOT]。 

7.  [データ範囲]を使ってさらに検索を絞り込み
ます。 

8.  [アクセスタイプ]フィルターを適用します（す
べてのコンテンツ、 購読中またはオープンア
クセス）。 

9.  [検索]をクリックして詳細検索を実行します。 
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21検索結果の保存 

検索結果を保存する場合、 ユーザープロフィ
ールにログインする必要があります。 検索基準
が複雑な場合は、 検索保存機能が特に便利で
す。 この機能で検索結果を保存して、 後から見
直すことができます。 
1.  [この検索を保存]リンクをクリックして 検索

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

[保存した検索結果] を使って再表示および管
理できます。 
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検索結果
検索結果はすべて、 並べ替えとフィルタリン
グを有効にする標準的な方法で表示されるた
め、 必要なコンテンツを素早く簡単に見つける
ことができます。 
1.  結果は検索用語に応じて、 関連性の高い順

に自動的に返されます。 結果の順番を変更
したり 日付順に並べ替えたりすることがで
きます。  

2.  返された結果の数。 
3.  コンテンツタイプ（論文、 書籍の一部、 ケー

ススタディまたはブリーフィング）。 
4.  アクセス状況（利用可能／利用不可、  オー

プンアクセス）。 
5.  著者（複数）。 
6.  出版日。 
7.  要約の冒頭部分。 
8.  簡易アクセスリンク（HTML、 PDF、 ePub、 

OpenURL）。 
9.  論文のダウンロード数。 データは24時間ごと

に更新されます。 
10.  Altmetricsスコア（論文レベルの 質的指標

データ）。 
11.  機関に特定のコンテンツへのアクセス権が

ない場合に、 このメッセージが表示されま
す。 他のアクセスオプションが利用できるか
については、 図書館にご確認ください。 
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引用情報のエクスポート
単一でのダウンロード 

1.  コンテンツを開いて、 引用の下にあるダウン
ロード.RISを個別にクリックしてください。  

複数のダウンロード 

ご希望の結果を選択し、 エクスポートすると、 
検索結果から複数の引用をまとめてダウンロー
ドすることができます。 
2.  10、 20または50件の検索結果をいつでも表

示させることのできるオプション。 
3.  ダウンロードしたい.RISファイルを選択できる

チェックボックス（複数）。 
4.  選択されるまでダウンロード機能は灰色で

表示されます。 選択が完了すると、 テキスト
が緑に変わります。 [.RISをダウンロード]を
クリックしてください。 上記が完了した時点
で、 ファイルの保存、 ノートパットで開く、 
引用管理ソフトウェアへの直接送信（プラグ
インがダウンロードされている場合）などを
行えます。 
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検索結果の絞り込み 

1.  結果全体を表示してスクロールするためのペ
ージコントロールを使用できます。  

表示画面の右側にあるオプションを使用する
と、 さらに検索結果を絞り込むことができま
す。  

2.  アクセス
•  購読中またはステークホルダーライセンスに

よりアクセスできるコンテンツ。 
•  オープンアクセスのコンテンツのみ。  

3.  年 
•  発行日でコンテンツを 絞り込みます。  

4.  コンテンツの種類（以下から選択）：
•  雑誌論文
•  書籍
•  Earlycite（プレプリント）
•  ケーススタディ
•  エキスパート・ブリーフィング
•  エグゼクティブサマリー 
•  グラフによる分析
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ら利用できる場合がありますので、  図書館にご確認ください。  
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コンテンツのプレビュー 

雑誌論文の例

1.  [サマリーと詳細を表示]ボタンをクリックする
と、 以下を含む表示に拡張できます： 

2.  要約全文。 
3.  出版情報。 
4.  キーワード。 いずれかのキーワードをクリッ

クして再度検索します。 
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コンテンツのプレビュー 

エキスパート・ブリーフィングの例

エキスパート・ブリーフィングのキーワードに
は、 以下の2つのカテゴリがあります： 
1.  地理別
2.  項目別
ユーザーは提案されたキーワードを一つ以上選
択あるいは選択解除することができます。 
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コンテンツ
検索結果ページからコンテンツにアクセスでき
るさまざまなルートがあります。  
1.  タイトルをクリックすると、 HTMLでコンテン

ツが自動的に開きます。 

2.  利用可能なフォーマットのリンクをクリック
します。 
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雑誌論文
1.  著者（複数）と所属（複数）の全詳細を表示

します。 各著者名を選択すると、 その人のコ
ンテンツがすべて表示されます。  

2.  タイトル名を選択すると、 目次（TOC）ペー
ジに全巻・全号が表示されます。 

3.  出版日。 
4.  他の利用可能なフォーマットでダウンロード

します。 
5.  コンテンツ内のセクションにジャンプします。 
6.  構造化された要約。 
7.  サイドバーには、 Emeraldや他の出版社の関

連論文が表示されます。 
8.  キーワード。 いずれかのキーワードをクリッ

クして 再度検索します。 
9.  引用情報。  

10. 論文の冒頭部分。 
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書籍の章
1.  著者（複数）と所属（複数）の全詳細を表示

します。 各著者名を選択すると、 その人のコ
ンテンツがすべて表示されます。 

2.  タイトル名を選択すると、 目次（TOC）ペー
ジに他の全ての章が表示されます。 

3.  出版日。 
4.  他の利用可能なフォーマットでダウンロード

します。 
5.  要約。 
6.  コンテンツ内のセクションにジャンプします。 
7.  引用情報
8.  キーワード。 いずれかのキーワードをクリッ

クして再度検索します。 
9.  他の章へのクイックアクセス。 
10. 章の冒頭部分。 
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ケーススタディ
1.  著者（複数）と所属（複数）の全詳細を表示

します。 各著者名を選択すると、 その人のコ
ンテンツがすべて表示されます。 

2.  コレクション名を選択すると、 利用可能な他
のケーススタディがすべて表示されます。 

3.  出版日。 
4.  他の利用可能なフォーマットでダウンロード

します。 
5.  選択すると、 ケーススタディまたはティーチ

ングノート（入手できる場合）が表示されま
す。 

6.  コンテンツ内のセクションにジャンプします。 
7.  要約。 
8.  キーワード。 いずれかのキーワードをクリッ

クして再度検索します。 
9.  引用情報。  
10.  サイドバーには、 Emeraldや他の出版社の

関連論文が表示されます。 
11.  ケーススタディの冒頭部分。 
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エキスパート・ブリーフィング
コンテンツには、 次の3種類があります：エキ
スパート・ブリーフィング（長い形式）、 エグゼ
クティブサマリーおよびグラフによる分析。 

1.  コンテンツタイプ。 

2.  地域別。 

3.  キーワードには、 2つのカテゴリ（地理別およ
び項目別）があります。 ユーザーは提案さ
れたキーワードを一つ以上選択あるいは選択
解除することができます。 

4.  引用情報。

5.  出版日。  

6.  エキスパート・ブリーフィングの一貫した構造
は、 重要性、 影響、 事象および分析をカバ
ーします。 

*他のコンテンツタイプのバリエーション
•  エグゼクティブサマリー – 状況または事象

の展開および考えられる背景についての簡
潔な説明。  

•  グラフによる分析 – 世界的および地域的リ
スクや機会が比較データの視覚的要約によ
って強調されます。  

7.  サイドバーには、 Emeraldや他の出版社の関
連論文が表示されます。 
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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

http://emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight

