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1.  は　じ　め　に

　ネットを使う研究者なら，Mendeley の名前を
聞いたことがあるかもしれない。Mendeley とは
無料の文献管理ツール（ウェブと PC の）であ
り，使ってみるとその便利さは想像以上である。
まだ使ったことのない人のために，ここで簡単に
解説したい。Mendeley の使い方についてはウェ
ブにいろいろ解説が載っているが，「Mendeley
の使い方｜水の中が落ち着く」 1）が具体的でわか
りやすい。山根嵩史氏のスライド 2）も参考にな
る。以下の使い方には，著者のくせがあるので，
必ずしも一般的でないかもしれない。自分の使い
やすい方法を見つけ出すとよい。

2.  Mendeleyの始め方

2.　1.  インストール
　Mendeley を始める一番簡単な方法は，Mende-
ley Desktop をダウンロードしてインストールす
ることである。筆者はWindows ユーザなので，
Windows を例に説明するが，もちろん Mac／

Linux でもできるし，iPhone／iPad のアプリもあ
る（後述）。
　Mendeley の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
mendeley.com/）に行くと（図 1），右上に「Sign 
up & Download」と書いてあるので，ここでユー
ザ登録をしてからダウンロードする。
2.　2.  Mendeley Desktopの起動
　図 2は筆者のMendeley Desktop の画面である
が，インストールの直後はMendeley Support 
Team の “Getting Started with Mendeley” が
入っているだけである。この画面の左側はMy 
Library といって，論文のカテゴリーのリストで
ある。その下には著者キーワード，著者名，タ
グ，出版物のフィルタがあり，これでカテゴリー
を絞り込むことができる。中央は選択したカテゴ
リー（図 2ではAll Documents）の論文一覧，右
側は選択した論文（Getting Started with Mende-
ley）の詳細情報である。現在選択している論文
は一覧では PDF のアイコンがついているので，
これをクリックすると PDFが開く（図 3）。
2.　3.  PDFの保存

　さて，Mendeley で論文を管理する一番簡単な
方法は PDFのドラッグ・アンド・ドロップであ
る。自分がダウンロードした論文を，中央の論文
一覧のところにドラッグ・アンド・ドロップする
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と，たちまち登録され，右側の欄に，登録された
記事の詳細が表示される（図 4）。Mendeley は
PDFを読み込み，文献の書誌情報を自動抽出し，
必要なら外部データベースを参照して確認する。
文献の種類によってはうまく解析できない場合が
あるが，その場合は右の詳細欄に自分で入力した

り修正したりすることができる。PDF は PC 内
ではMendeley のデフォルトのフォルダで管理さ
れるが，保存場所の変更も可能である。
　日本語の論文は，書誌事項の自動認識がうまく
いかないことが多いので，後述の「日本語文献
to MENDELEY」を使うとよい。スキャンした

図 1　Mendeley のトップページ

図 2　Mendeley Desktop の画面
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PDF の場合は，手作業で書誌を登録するしかな
い。

3.  Mendeley Web

3.　1.  Mendeley Webの画面
　実はMendeley の本体はMendeley Web であ

る。Mendeley Desktop をダウンロードする際
に，すでに電子メール・アドレスを登録している
ので，自分のページは自動的にできている。
Mendeley Web にログインし，タブで，「My Li-
brary」を選択すると，自分が登録した文献があ
れば，そこに表示される（図 5）。文献のURLが

図 3　Mendeley Desktop で PDFを開いたところ

図 4　Mendeley Desktop に PDFを追加したところ，右の書誌は自動的に解析・付与される
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示されている場合は，そこをクリックすると本文
のあるサイトにリンクできる。PDF が登録して
ある場合は PDF のアイコンをクリックすると
「Download pdf」と表示されるので，これをク
リックするか，Mendeley Desktop にダウンロー
ドして読むことができる。
3.　2.  Mendeley Webで文献登録
　Mendeley Web で文献を登録するには，まず
Web Importer をブックマークに登録するのがよ
い。図 5の画面の上部に「Web Importer」のア
イコンがあるので，これをクリックすると，イン
ストール画面になる。インストールは簡単で，
「IMPORT TO MENDELEY」というボタンを自
分のブラウザのお気に入り（ブックマーク）にド
ラッグすればよい。
　画面に適当な PDFや書誌情報が表示されてい
る状態で，ブックマークの「Import to Mende-
ley」をクリックすると，ポップアップ画面が表
示され，そこに書誌情報がコピーされる（図 6）。
「Add document to」のプルダウン・メニューで，
保存先のカテゴリーを指定することができる。ブ
ラウザでポップアップが禁止されている場合は，
これを解除する必要がある。

　画面一番下の「Save to library」をクリックす
ると文献が登録できる（図 7）。
　日本語の文献のように書誌がうまく読み取れな
い場合は，次のようにメッセージが出るが，その
場合もタイトルだけ手入力して登録できる（図
8）。
　しかしこのような場合は次に説明する「日本語

図 5　Mendeley Web の「My Library」タブ

図 6　Import to Mendeley のポップアップ画面

図 7　Import to Mendeley で文献を保存
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論文 to MENDELEY」を使うほうがよい。
3.　3.  日本語論文 PDFの登録

　「日本語論文 to MENDELEY」 3）という無料の
ウェブ・ツールは，日本語の論文を登録するとき
に便利である（図 9）。論文の PDF を選択して
アップロードすると，その PDFの解析・データ
ベース検索（CiNii を利用）をして，その書誌を
表示する（図 10）。これが正しければ「Mende-
ley に送信」をクリックすると，その論文が
Mendeley Web に登録される。

3.　4.  Mendeleyで文献検索
　Mendeley Web で「Papers」タブを選択する
と，Mendeley に登録されている文献を検索する
ことができる（図 11）。「Search papers」の検索
ボックスにキーワードを入れればよい（今のとこ
ろ日本語検索はあまりうまくいかないようであ
る）。気に入った論文があれば，「Save reference 
to library」をクリックして，自分のライブラリ
に登録することができる。それがオープンアクセ
スの論文であれば，「Save PDF to library」と示
されているので，直接 PDFを入手できる。

4.  Mendeley iPad

　iPad 用のMendeley アプリがあるので，これ
をインストールし，文献を同期しておくと，iPad
でも論文が読めて便利である。iPad の画面は図
12 のようである。
　iPhone のアプリもあるが，iPhone で文献を読
むのはややしんどいかもしれない。iPad でも
iPhone でも，ファイルの同期は自動にせず，必
要なときだけダウンロードするのがよいと思う。

5.  同　　　期

　Mendeley Desktop，Mendeley iPad，Mende-
ley Web に別々に登録した文献も，同期（Syn-

図 8  Import to Mendeley で書誌が解析できなかっ
たときの画面

図 9　「日本語論文 to MENDELEY」のトップ画面
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chronize）することによって共通化できる。同期
を有効にするには，Mendelely Desktop の「My 
Library」で「All Docuements」を選択した状態

で，中央の論文一覧の上にある「Edit Setting」
をクリックして設定する（図 13）。iPhone／iPad
では同期がデフォルトになっている。

図 10　「日本語論文 to MENDELEY」で PDFの書誌が検索された

図 11　Mendeley Web の Papers で検索をしたところ
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　デフォルトはすべてのフォルダとなっている
が，同期するフォルダを指定することが可能であ
る。Mendeley Web の無料フォルダは 1　GB しか

ないので，有料のフォルダを申し込んでおくと便
利である（月＄4.99 で 2　GB，月＄9.99 で 5　GB，
月＄14.99 で無制限）。もちろん PDFの同期を無

図 12　Mendeley の iPad アプリ

図 13　同期（Synchronization）の設定
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効にして，他のファイル保存サービス（Drop-
box，Sugersync など）を利用してもよい 4, 5）。
　注意する点は，Mendeley Web で管理される文
献は，すべてMendeley の検索対象となるという
ことである。企業の研究者の場合，どんな論文を
読んでいるかは企業秘密に属するので，個人が特
定できないとはいえ，同期は行わないか，特定の
フォルダに限ることが好ましい。

6.  文献リストの作成

　Mendeley では，論文執筆の際の文献リストを
作成することができる。そのためにはまずMen-
deley Desktop の Tools メニューで，「Install MS 
Word Plugin」をクリックして，プラグインをイ
ンストールする（Word は閉じておく）（図 14）。
　次にWord で論文を開くと，「アドイン」タブ
があるはずである（図 15）。

　これをクリックし，論文で文献を挿入したいと
ころで「Insert Citation」をクリックすると，図
16 のようなボックスがポップアップする。適当
なキーワードを入れて文献を検索し，「Go To 
Mendeley」をクリックするとMendeley Desktop
が開く。
　ここで文献を選択したら，上のメニューに
「Send Citation to Word Processor」というボタ

図 14　MS Word プラグインのインストール

図 15　Word で「アドイン」タブをクリック

図 16　「Insert Citation」で論文を検索したところ
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ンが出ているので，これをクリックするとその文
献が挿入される。
　詳しい使い方は「Word で文献引用をするな
ら，Mendeley を使えよ。修論とか色々捗るぞ」 6）

がわかりやすい。

7.  Mendeleyはソーシャル・ネットワーク

　Mendeley はソーシャル・ネットワークでもあ
る。自分のプロフィールを登録し（図 18），同じ
ような研究をしている人とグループを作ることが
できる。グループにはパブリックのグループとプ
ライベートのものがあり，グループの中では情報

や文献を共有することができる。筆者はMende-
ley for Japanese というグループに属している。

8.  お　わ　り　に

　Mendeley はウェブ上の最大のデータベースと
なっている。創始者であるVictor Henning によ
れば，Mendeley の利用者は世界に 130 万人，す
でに 1 億 3,000 万件の文献（重複を除いても
5,000 万件）がアップロードされており，毎日 50
万件が追加されている 7）。また，Mendeley を利
用して雑誌や論文のインパクトを測定したり，論
文発行後の評価を行ったり，さまざまなことが提

図 17　検索した論文をMendeley Desktop から論文に挿入する

図 18　Mendeley での筆者のプロフィール
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案されている。こうした展開についてはこの
Henning の記事に詳しく解説されている。さらに
最近図書館でまとめて導入するためのMendeley 
Institutional Edition という製品が Swets 社から
発表されているが，これについては，林　賢紀氏
の発表 8）をご覧いただきたい。なお筆者は，日本
に 15 人ほどいるMendeley の Advisor のひとり
である。
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