
Mendeleyの一部機能終了について
www.Mendeley.com
2020年12月



Scopus |    2

Mendeleyは、文献管理ツールとしての機能のほかソーシャルネットワーキングツールとし
ての機能も強調してきましたが、2020年12月をもちまして、以下の「ソーシャル」的な機
能は提供が終了いたします。

(ご案内オリジナル : https://blog.mendeley.com/2020/11/02/weve-listened-to-our-
users-and-are-refocusing-on-whats-important-to-them/ )

> Mendeley Feed and Public Groups

> Mendeley Profiles

> Mendeley Funding

> Mendeley Suggest

その他の機能につきましては、変更がございません。

この資料では、終了する機能についての留意点についてご案内いたします。
オリジナルは、https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/ に掲
載されている、[Mendeley is refocusing on what's important to our users: what does 
it mean for you?] 内容となります。
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1. Mendeley Profile pages at mendeley.com/profiles/{your-name} will be removed.

2. Mendeley People Search will be removed.

3.Your first name, last name, email address and profile picture will be retained as part of account information in 
accordance with our privacy policy, and you can manage these within your account settings.

4. You will no longer receive emails from Mendeley detailing your research impact.

5. Functionality will be put in place on your account settings page to allow you to download your profile data in a 
human-readable format for a reasonable period.

6. All your personal data that we do not require to continue to provide our remaining solutions – such as 
educational history, work history and editorships –ௗwill be deleted from our systems after a retention period, 
during which we shall only keep that data in order to provide an export of it to you.

I use Mendeley Profiles, what do I need to know?
(Mendeley profileについて)
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1.Mendely Profileのページは削除されます。

2.検索ボックスに従来ありました、People Searchは削除されます。

3.既に登録いただいていた、Mendeley profile上の情報(メールアドレス、プロフィール写真等)は、
プライバシーポリシーに従ってアカウント情報の一部として保持され、アカウント設定内でこれら
を管理できます。(公開はされません。)

4.Mendeleyから、従来送信されていた、Research impactに関するメールが届かなくなります。

5.新たに、個人アカウント設定ページに、プロファイルデータをダウンロードできる機能が追加さ
れます。(現在、開発中)

6.従前、登録をいただいていた、学歴、作業履歴、編集等は、保持期間後にシステムから削除され
ます。登録いただいた情報のエクスポートが可能です。
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1. Newsfeed (‘Feed’) pages at mendeley.com/newsfeed will be removed.

2. Discussion feeds on both public and private groups will be removed.

3. Feed notifications in the header (from the bell icon) will be removed.

4. Your feed posts will be removed from our systems and will not be available for data export.

5. There is no action to take on your part.

I use Mendeley Feed, what do I need to know?
(Mendeley Feedについて)
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1.Mendeley feedのページは削除されます。

2.Public GroupとPrivate GroupのDiscussion feedは削除されます。

3.Feedの通知は削除されます。

4.従前投稿されたフィードはシステムから削除されます。データのエクスポートに使用できなくなります。

5.利用者側で取っていただくアクションはありません。
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1.All public group pages, including invite-only groups, at mendeley.com/community/{your-public-group-name} will be 
removed.

2.Mendeley Group Search will be removed.

3.All metadata associated with public groups will be removed from our systems and will not be available for data export, 
including:

4.You may choose to export your public group document metadata via:
> Mendeley Reference Manager’s export functionality, see here for details.
> Mendeley Desktop's export functionality.

5.Recreating your community using private groups and move your public group document metadata to the new private 
group.   Please note that private groups will continue to be available through Mendeley Desktop and Mendeley Reference 
Manager.

I use Mendeley Public Groups, what do I need to know?
(Mendeley Public Groupについて)
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1.MendeleyのPublic Group、並びに、Invite Only Groupが削除されます。

2. 検索ボックスに従来ありました、Group Searchは削除されます。

3. Public groupに関連付けられているすべてのメタデータはシステムから削除され、次のデータのエク
スポートはできなくなります。

4.次の方法で、パブリックグループドキュメントのメタデータをエクスポートすることを選択できます。
> Mendeley Reference Managerのエクスポート機能。
> Mendeleyデスクトップのエクスポート機能。

5. プライベートグループを使用してコミュニティを再作成し、パブリックグループドキュメントのメタ
データを新しいプライベートグループに移動します。プライベートグループは、MendeleyDesktopおよ
びMendeleyReferenceManagerを通じて引き続き利用できることに注意してください。



Scopus |    6

1. Mendeley Funding pages will be removed.

2. Your 'Favourite' opportunities will be removed from our systems and will not be available for data export.

3. You will no longer receive recommended opportunities by email.

4. There is no action to take on your part..

I use Mendeley Funding, what do I need to know?
(Mendeley Fundingについて)
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1.Mendeley Fundingページが削除されます。

2.[Favourite]に保存されている情報は削除され、データのエクスポートは利用できません。

3.メールによるFundingのアラートは停止されます。

4.利用者側で特別に対応いただくことはございません。



Scopus |    7

1. Mendeley Suggest at mendeley.com/suggest will be removed.

2. You will continue to receive Mendeley Suggest personalised suggestions by email if you have chosen to receive them.

3. As always, you may unsubscribe from Mendeley Suggest at any time.

4. There is no action to take on your part..

I use Mendeley Suggest, what do I need to know?
(Mendeley Suggestについて)
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1.Mendeley Suggestページが削除されます。

2.メールによるSuggestのアラートは、引き続き受信できます。

3.メールによるSuggestのアラートは、利用者側でいつでも停止することが出来ます。

4.利用者側で特別に対応いただくことはございません。
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1. Mendeley Developer APIs will remain available to our integration partners and apps.

2. Some changes to API endpoints should be expected where features are being retired, such as Mendeley Profiles and 
Public Groups.

3. We will communicate changes to our integration partners and app developers as soon as they have been finalised.

I use Mendeley Developer APIs, what do I need to know?
(Mendeley Developer APIについて)
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1. Mendeley Developer APIは、アプリケーション等で引き続き利用が可能です。

2. Mendeley ProfileやPublic Group等、機能が廃止されるものについては、APIのendpoint(エンドポイ
ント)への諸々の変更が予想されます。

3.引き続き、変更が確定次第、アプリケーション開発者や、ベンダー等に通知します。
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Aside from changes to Public Groups, there is no action to take on your part if you are only a user of:

> Mendeley Desktop
> Mendeley Reference Manager
> Mendeley Cite
> Mendeley Web Importer
> Mendeley Careers
> Mendeley Data

I do not use any of these, do I need to do anything?
(私はこれらのどれも使用しません、私は何かをする必要がありますか?)
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パブリックグループへの変更を除いて、利用者が以下機能のみを使っている場合、利用者側で取るべき行
動はありません。

> Mendeley Desktop
> Mendeley Reference Manager
> Mendeley Cite
> Mendeley Web Importer
> Mendeley Careers
> Mendeley Data


