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Mendeley デスクトップ版

Mendeley ウェブ版

プロファイル、Stats
Search People/Groups

Mendeley Data

Word Plugin、グループ
カタログ検索、Suggest

Mendeleyとは
利用形態、セットアップ

Mendeley Careers
Mendeley Funding

Mendeleyのご紹介①
～ 概略と文献情報の利用 ～

Mendeleyのご紹介②
～ Mendeleyでできること ～
6月18日（木）11：00～12：00
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今回の目標

• Mendeleyのアカウントを登録して，利用する
−Mendeleyの基本的な使い方を知る
−Mendeleyの利用に必要な
Desktop版，Mendeley Cite，Web Importerをダウンロードす

る
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• Mendeley 利用の前に

• 文献情報をまとめる

• 文献情報を集める

• 文献情報を利用する

Mendeley デスクトップ版

Mendeley ウェブ版

Word Plugin、グループ
カタログ検索、Suggest

Mendeleyとは
利用形態、セットアップ
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研究者の

ワークフロー

調査

分析

評価

フルテキス
トを読む・

引用・執筆

ジャーナル
選定

投稿・査読

プロモー
ション・

引用される

• 最新論文をチェック
• 重要論文をチェック
• 研究テーマの傾向を分析
• 新しいトピックの調査
• 共著者の候補を発掘

エルゼビア 研究者のワークフローに必要なサービスを提供

CiteScore

• 参考文献から引用
• 参考文献リストの作成
• 出版倫理を守る

• ジャーナル指標で投稿ジャーナルの候補を選定
• ジャーナルHPを確認
• 投稿システムを通じて電子的に投稿
• 査読（Reviewerの場合）

• 共有サービスを使って
自身の論文を共有

• SNSで宣伝
• 被引用数をチェック

ShareLink
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研究ワークフローにおけるMendeleyの役割

研究企画・助成
金獲得

先行調査・分析

論文執筆・投稿

出版・発表

研究成果の浸透

業績評価

助成金情報収集

関連文献の収集
研究者のフォロー

文献情報の共有
効率的な論文の執筆

成果の積極的な発信
ネットワークの構築

インパクトの把握
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Mendeleyの利用の前に
デスクトップ版、ウェブ版、モバイル版の連携

ウェブ版

デスクトップ版
Windows

デスクトップ版
Mac

デスクトップ版
Linux

モバイル版
iOS / Android

同期

ウェブデータベースとの連携
データのバックアップ

いつでも
どこでも

PDFの管理
参考文献リストの作成

Mendeleyを利用するにはユーザー登録が必要（ScienceDirect/Scopusのユーザー名と共通）
デスクトップ版とウェブ版を組み合わせ、同期をすることで場所や端末を選ばず同じ情報にアクセス可能
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Mendeleyの利用の前に
デスクトップ版、ウェブ版、モバイル版の同期

• 同期により、どこからでも同じ環境を利用可能に
• デスクトップ版の起動時に自動的に同期、または [Sync] ボタンで同期

ウェブ版

デスクトップ版
Windows

デスクトップ版
Mac

デスクトップ版
Linux

モバイル版
iOS / 

Android

同期

デスクトップ版の
終了時には自動的に同

期しません
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Mendeleyの利用前のセットアップ

• ユーザー登録
• ダウンロード

1. デスクトップ版
2. Web Importer
3. Mendeley Cite
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Mendeleyの利用の前に
ユーザー登録

• Mendeleyの利用にはユーザー登録が必要（ScienceDirect/Scopusのユーザー名と共通）

ステップ1: http://www.Mendeley.com から
[Create a free account] 

ステップ2: 必要事項を画面に従い入力

ステップ3: アカウント登録し、[Continue to Mendeley>] ステップ4: 所属機関や職務区分、研究分野等プロファ
イル情報を入力して登録完了

登録後は
“Sign in”から

ログイン
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Mendeleyの利用の前に
デスクトップ版のインストール

• デスクトップ版のプログラムをダウンロードしてインストール（管理者権限が必要）

☑ Stay signed in をチェックして
おくとオフラインでも利用可能
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Mendeleyの利用の前に
ウェブ版 Web Importerのインストール

• Web Importerとは、各種データベース（ウェブサイト）から文献を取り込み可能にします

ウェブ版から

デスクトップ版から

Web Importerインストールページ
Google ChromeとFireFoxに対応
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Windows:

デスクトップ版 Tools から Get Mendeley Citeをクリック

Mendeley利用の前に
Mendeley Citeのインストール

Microsoft AppSourceからアプリを入手

Mendeley Citeがサポートするバージョン (2020.2.26現在)
 Windows: Word 2016, Word 2019, Office 365
 MacOS: Word 2016, Word 2019, Office 365
 iOS: Microsoft Word for iPad
 Web Versions: Word Online, Office 365
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• Mendeley 利用の前に

• 文献情報をまとめる

• 文献情報を集める

• 文献情報を利用する

Mendeley デスクトップ版

Mendeley ウェブ版

Word Plugin、グループ
カタログ検索、Suggest

Mendeleyとは
利用形態、セットアップ
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文献情報をまとめる（デスクトップ版）
文献PDFファイルから文献情報の取り込み

• 個々のPDFやフォルダをドラッグ＆ドロップするだけで書誌情報を自動抽出
• Watched Folder（監視フォルダ）を設定すると、フォルダにPDFを入れるだけで

書誌情報を自動抽出

個々のPDF PDFが入ったフォルダ

書誌情報を自動的に抽出

Watched Folder
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• PDFの保存フォルダを指定することによって自動的にMendeleyにインポートすることが可
能

Watched Folderの設定方法
[File] メニュー → [Watch Folder…]
または
Windows: [Tools] メニュー → [Options] → [Watched Folders] タブ
Mac: [Mendeley Desktop] メニュー → [Preferences…] → [Watched Folders] タブ

文献情報をまとめる（デスクトップ版）
Watched Folderの利用

・・
・・
・
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文献情報をまとめる（デスクトップ版）
DOIやPubMed ID等から

• 抽出された書誌情報が不完全な場合はマニュアルで編集可能
• DOI、PMID、ArXivで検索して情報補完
• 文献タイトルが正しければMendeleyオンラインカタログから情報補完可能

書誌情報の編集

DOI、PMID、ArXiv IDで検索可能

注意：Mendeley Web Catalogue
のインデックスから対象外にした
い場合は、チェックしてください
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文献情報をまとめる（デスクトップ版）
書誌情報のマニュアル入力と関連ファイルの添付

• 書誌情報をマニュアルで入力してからファイルを添付

マニュアル入力

DOI、PMID、ArXiv IDで検索可能
PDFファイルを添付
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文献情報をまとめる（デスクトップ版）
ライブラリの管理

• 検索、並べ替え、フォルダを活用し、必要な文献を容易に探すことが可能

フォルダ
（新規作成、最近追加、
最近表示、お気に入り、
発表論文）

文献のフィルタ
（著者キーワード、著者名、タグ、出版物名）

お気に入り
未読
PDFあり
ウェブからPDFをダウンロード可能

並べ替え
（著者名、タイトル、出版年、出版物名、追加日）

タグの付与

ライブラリ内の検索
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文献情報をまとめる（デスクトップ版）
PDFビューア

• PDFにハイライトや注釈を付けることが可能
• Figureや画像文字には、Highlight->Rectangleを使用

PDF内の検索

PDF内の注釈
（ライブラリの検索対象外）

テキストを選択後、
ハイライト、注釈、コピー

Adobe ReaderでPDFを開くことも可能

文献に対するノート
（ライブラリの検索対象）
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Edit Settings

文献情報をまとめる
空きディスク容量の確認と同期方法の指定（デスクトップ版）

添付ファイルの同期方法
ウェブ版と同期をとるフォルダの指定
※初期設定では全フォルダ

空きディスク容量はウェブにて確認
https://www.mendeley.com/settings/subscription/
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文献情報をまとめる
PDFの管理（デスクトップ版）

• Windows: [Tools] メニュー → [Options] → [File Organizer] タブ
• Mac: [Mendeley Desktop] メニュー → [Preferences…] → [File Organizer] タブ

PDFを1つのフォルダにまとめてコピー

PDFをサブフォルダに分類

PDFを自動命名

※ 初期設定はすべてOFF

自動命名で Author – Year – Title を指定した例

※ 初期設定はすべてOFF

様々な場所に分散しているPDFを
任意のフォルダーに一元化



23

文献情報をまとめる（デスクトップ版）
他の文献管理ツール等からのインポート

• 他のデータベースや文献管理ツールからBibTeX / XML / RIS形式のファイルをインポート可能

• 他の文献管理ツールからエクスポートする方法
− EndNote の場合

o [File] メニューから [Export...] を選択
o ファイル形式として XML (*.xml) を選択

− EndNote Basic (Web) の場合
o [フォーマット] タブから [エクスポート] を選択
o [レファレンス] ドロップダウンリストからエクスポートするレコードを選択
o [スタイル] ドロップダウンリストから [RefMan (RIS) Export] を選択

− RefWorks の場合
o [レコード] メニューから [エクスポート] を選択
o ファイル形式として (EndNote, Reference Manager, ProCite)] を選択

[File] メニュー >  [Import…]

PDFを移行する場合は、
先に書誌情報を移行した後に

PDFをインポート。
“Check for Duplicates”で重

複を解消。
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• Mendeley 利用の前に

• 文献情報をまとめる

• 文献情報を集める

• 文献情報を利用する

Mendeley デスクトップ版

Mendeley ウェブ版

Word Plugin、グループ
カタログ検索、Suggest

Mendeleyとは
利用形態、セットアップ
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Mendeleyのウェブ版を使った文献の集め方

1.Web importerを使った文献の集め方
(Web importerをブラウザにインストール)

2.Mendeleyのダイレクトインポートを使った文献の集め方
3.Mendeleyカタログで文献を集める
4.Mendeley Suggestで文献を集める
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文献情報を集める（ウェブ版）
Web Importerによるインポート

• ブラウザエクステンションまたはブックマークレットをクリック
（論文ページにのみ対応している場合あり）

PubMed（論文ページ） PubMed（検索結果ページ）

すべてまたは選択し
た文献を保存

開いたPDFから実行す
ることもできます

PLoS One（論文ページ）

Folderを指定可能
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製品内にMendeleyへのダイレクトエクスポートのメニューが用意されている場合があります

文献情報を集める（ウェブ版）
Mendeleyへのダイレクトエクスポート

ScienceDirect(論文ページより） Scopus
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文献情報を集める（ウェブ版）
Mendeleyカタログ上の文献情報の利用

• 世界中のユーザーが登録した文献をオンラインカタログとして検索し、自分のライブラリ
に文献情報を追加可能

読者数（Mendeley）
被引用数（Scopus）

ライブラリに
保存

ライブラリに保存

出版社サイトに
リンク

電子ジャーナ
ルにリンク

読者数（Mendeley）
被引用数（Scopus）
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文献情報を集める（ウェブ版）
Mendeley Suggest機能

• ユーザー別にカスタマイズしたおすすめ論文とユーザーを表示

ライブラリに保存 電子ジャーナルにリンク

・ 自分のライブラリ内の論文に基づいたおすすめ
・ 自分のプロファイルや分野に基づいたおすすめ
・ 最後に追加・閲覧した論文に基づいたおすすめ

類似のおすすめ文献を表示

研究者をフォロー
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文献情報を集める（ウェブ版）
ライブラリの表示

• Library より文献の追加、文献情報の編集、PDFの添付などが可能

PDFファイルを添付

並べ替え

検索
文献の追加

PDFファイルのドラッグ＆
ドロップによる文献の追加
も可能

個々のPDF

Folderを作成して、
論文ごとに整理
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• https://www.mendeley.com/settings/subscription/から確認可能

Personal Space
自分のアカウントが利用できる
ディスクの使用状況
無料版：２GB
機関版：100GB

文献情報を集める（ウェブ版）
空きディスク容量の確認

Shared Space
自分がオーナーとなるプライ
ベートグループ全体で利用でき
るディスクの使用状況
無料版：100MB
機関版：100GB
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• Mendeley 利用の前に

• 文献情報をまとめる

• 文献情報を集める

• 文献情報を利用する

Mendeley デスクトップ版

Mendeley ウェブ版

Word Plugin、グループ
カタログ検索、Suggest

Mendeleyとは
利用形態、セットアップ
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Windows:

デスクトップ版 Tools から Get Mendeley Citeをクリック

Mendeley利用の前に
Mendeley Citeのインストール

Microsoft AppSourceからアプリを入手

Mendeley Citeがサポートするバージョン (2020.2.26現在)
 Windows: Word 2016, Word 2019, Office 365
 MacOS: Word 2016, Word 2019, Office 365
 iOS: Microsoft Word for iPad
 Web Versions: Word Online, Office 365
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1.文献を挿入したい個所で
[Mendeley Cite] をクリック

Mendeley Cite 参考文献情報の挿入

2.挿入したい文献をボックス
から選択(Mendeleyウェブ版
にリンクします。)

文献情報が挿入されます。

※ 複数の文献情報を挿入した
い場合は、”Add Reference”
をクリックします。
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Mendeley Cite 参考文献リストの作成

Mendeley Citeを開き、
参考文献リストを作成したい個所で
[More] -> [Insert Bibliography]
をクリックします。
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Mendeley Cite 引用スタイルの変更・カスタマイズ

Mendeley Citeを開き、
[Citation Style]からスタイルを選
択します。

スタイルを選択します。

Update citation style
をクリック。



37

希望のスタイルを検索する

編集したスタイルはMendeleyサーバー上に保存され、
そのURLが表示されるとともに、
スタイルが読み込まれた状態でMendeley
デスクトップ版が起動します

ジャーナル省略名にピリオドを付ける
Mendeley Citeを開き、
[Citation Style]から[Select 
Another style]選択し検索します。
日本語の引用スタイルSIST02も含
む7,000以上のスタイルが利用可能
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