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サービスを提供する地域社会との深い
つながり

実社会に根ざした研究を入手するため
に、Emeraldは学術的または実務的な共創
の機会や、協会や学会とのパートナーシップ
を積極的に求めています。
社会のあらゆる分野と学問分野の知見を反
映することで、研究そのものが研究者、実務
者、政策立案者のグローバルネットワークを
つなぐ役割を果たします。
•   昨年、Emeraldジャーナルは、152ヵ

国、53,000人以上の著者の論文を掲載
•   すべてのジャーナルの査読はダブルブラ

インド方式を採用し、15,000人以上の編
集諮問委員会メンバーのネットワークに
よって支えられています

包括的で有意義な研究評価
EmeraldはDORAに加盟しており、研究評価
の定量化において、さまざまな指標を用いる
ことを信条としています。
•   Emerald Journalのコンテンツは、

昨年、次のソースで言及されました： 
3500以上のニュース、740以上のブロ
グ、950以上の政策文書、2500以上の特
許、49,400以上のソーシャルメディア投
稿

•   295誌のジャーナルがScopus 
CiteScore™*を取得

•   94 のジャーナルが JCR インパクトファク
ターの対象であり、196 のジャーナルが 
ESCI* リストに掲載されています

最も影響を与えられる分野での成長
Emeraldのコミッショニングプログラムは、
質の高い応用研究が最も影響を与えること
ができる分野と認識しています。Emeraldは
ジャーナルのポートフォリオ全体にわたり、
そのような分野で成長を続けます。
Emerald Insightでは、オープンアクセスのコ
ンテンツの割合が年々増加しています。しか
し、ジャーナル購読者向けには、コレクショ
ンに含まれるすべてのジャーナルで、最新か
つ最も関連性の高い研究を出版し続けるこ
とをお約束します。
•   2021年に発表された300以上の特別号 

- 学際的なアプローチで時事性の高い話
題に取り組みます

•   309誌のアクティブな定期購読ジャーナ
ル

Emeraldのコミッショニングプログ
ラムを支える4つの学際的な目標

Signatory of

ソース: CiteScoreTM （Scopus®より提供）。Clarivateより2021年に提供されたJournal Citation ReportsTM。Clarivateより2021年に提供されたEmerging Sources Citation IndexTM

社会にポジティブな変化をもた
らす、ミッション主導の社会科
学研究
Emeraldは、従来型の分野の制約を超えて社会にポジティブな変化をもたら
し、実社会の問題を解決する質の高いミッション主導型研究の出版を目指し
ています。

Emeraldは、国連の 持続可能な開発目標（UN SDGs）
の"SDG Publishers Compact"へ創設時に署名しまし
た。これは、2030年までに持続可能な開発目標を達成
するための活動を出版社に促し、取組を加速させること
を目的としています。

Emerald InsightのすべてのeJournal 
コンテンツにすばやくシームレスにアクセスできます

2021年には、Subscription 
Journalの論文のダウンロード数が

3,600万回に達しました

90%以上のユーザーがEmerald 
Insightのコンテンツをダウンロー

ドしています。

柔軟なオープンオプション
Emeraldは最先端のサービスを提供することに情熱を注いでおり、
お客様のオープン化への需要と、オープンな世界への移行をサポー
トしています。Emeraldでは研究へのアクセス提供だけでなく、論文
プロセス料（APC）をカバーするプリペイド出版バウチャーを利用し
て著者がオープンに出版できるようサポートしています。

より公平な
社会

より健やかな
生活

すべての人に
質の高い教育

責任ある 
管理

昨年のオープンア
クセス論文のダ
ウンロード数は
340万件以上



購読
ご購読期間中に出版されたコンテンツへの恒久アクセスをご利用
いただけるだけでなく、ご購読期間中一部アーカイブコンテンツに

無料でアクセスできます。

eJournal ご購読用コレクションのタイトル一覧のダ
ウンロード：tk.emeraldgrouppublishing.com/

ejournals-listings

買い切り型製品
1 度の買い切りで、バックファイルコンテンツへの恒久アクセス権

をご入手いただけます。

eJournal Backfilesコレクションのタイトル一覧の
ダウンロード：tk.emeraldgrouppublishing.com/

backfiles-listings

コレクションおよびアクセスオプション

EJOURNAL SUBJECT COLLECTIONS

お客様の研究対象に関連性の高い分野のみを選択して、予算とリソースを効果的に管理していただけます。 
13 の分野別コレクションに 300 誌以上のジャーナルを収録：

会計、 
金融、 
経済

ビジネス、 
マネジメント、 

戦略
教育 工学 ヘルス、 

ソーシャルケア

図書館学、 
情報科学 マーケティング

オペレーション、 
物流、  
品質

人事、 
学習、 

組織学
情報管理、 
知識管理

プロパティ 
マネジメント、 

建造環境
公共政策、 
環境管理

観光、 
ホスピタリティ 
マネジメント

ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY EJOURNAL PORTFOLIO

私たちの未来を変えるインパクトのある技術革新研究 - 学術的エンジニアリングおよびコンピューティング部門の 
研究成果に沿って開発されています。

Engineering, Computing & Technology  
eJournal Portfolio 

2022年は63誌のジャーナル

Engineering, Computing & Technology  
eJournal Backfiles Portfolio 

1929年までの56誌のジャーナル、40,400以上の論文

MANAGEMENT EJOURNAL PORTFOLIOS

従来のマネジメント分野に加えて、環境、不平等、紛争などの社会的重要課題に及ぶ各種業界の観点を提供することで、 
変革をもたらすようなビジネス研究およびマネジメント研究をサポートします。

Management eJournal Portfolio 
2022年は212誌のジャーナル

Management eJournal Backfiles Portfolio 
1899年までの176誌のジャーナル、69,500以上の論文

eJournal Premier 
2022年は309誌のジャーナル

EJOURNAL PREMIER COLLECTIONS

コストパフォーマンスに優れた最大の学際的コレクション。 eJournal Premier を eJournals Backfiles Premier と統合しており、Emerald 
の 全 eJournal コンテンツにアクセスできます。

eJournal Backfiles Premier 
1898年までの265誌のジャーナル、128,900以上の論文

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings
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Emerald とつながる

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 (英語):
support@emerald.com

Web サイト
emeraldgrouppublishing.com

Join us in making a Real Impact.

図書館の皆さまをきめ細やかにサポートします
Emerald Insightのリソースを正しく設定し、 快適 なユーザー体験を得られるように、ガイダンスを ここよりご覧いただけます。

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、 本文

を 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
•  ユーザープロフィールで、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対応

• 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
•  当社の取り組みの詳細については、 

https://www.emerald.com/insight/accessibilityをご覧く
ださい

Emerald Publishing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。学術界と実業界が手を携えて現実世
界にポジティブな変化をもたらすように支援します。

Emeraldは研究者による有意義でタイムリーな情報発信を手助け
するために、様々な出版サービスを提供しています。DORAの署名機
関として、EmeraldはReal Impact Manifestoを再宣言し、研究が実
社会に影響を与えることができ、またその可能性を最大限に発揮で
きるような、より公正でより平等な環境づくりを目指します。

Emerald について
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