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researchmapの紹介
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researchmapとは

数字でみる researchmap
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32万人の研究者が登録する

研究者専用
データベース

研究者総覧作成に
登録情報を利用可能

研究者の

情報発信・
コミュニケーションツール

政策立案等に資する

分析基盤として活用可能

6

researchmapとは

researchmapとは…



国内の研究者情報の

一元管理

分野や所属を超えた

研究者コミュニティの
構築

研究者・機関担当者の

負担軽減
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researchmapの目的

researchmapとは

日本の研究活動の

活性化



数字でみる researchmap

更新者数（年間）

187,181人

新規登録者数（年間）

14,999人

登録研究者数

319,864人

Webサービスとしての実績（2020年度末時点）

ページビュー数（年間）

140,153,276 pv
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数字でみる researchmap

researchmapとの

連携機関数
（2021年12月末日現在）

国立大・
短大

80機関

公立大・
短大

25機関

私立大・
短大

213
機関

385機関

高専・
その他
研究機関

67機関



researchmap の機能・メリット
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研究者・業績情報の公開・管理・閲覧

競争的資金制度での活用

情報発信・コミュニケーション

外部データベースからの業績の取り込み

外部システムとの連携
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研究者情報の公開・管理
かんたん操作で業績情報の登録・活用ができます。

異動しても、業績情報を一から整備する必要がありません。

国内研究者・業績の検索
氏名・所属に加え、研究キーワードなど、幅広い条件から、国内研

究者約32万人の研究者情報・業績情報を検索することができます。

researchmapの機能・メリット

研究者・業績情報の公開・管理・閲覧
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競争的資金
平成29年4月「競争的資金における使用ルール等の統一

について」に、researchmap利活用を促す旨、

記載されました。

競争的資金制度での活用

e-Rad
平成30年2月より、e-Rad上での実績報告時に、

researchmapの登録業績情報が活用可能になりました。

→ https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/torikumi/1385716.htm

→ https://www.e-rad.go.jp/manual/01-0.pdf

12

researchmapの機能・メリット

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/torikumi/1385716.htm
https://www.e-rad.go.jp/manual/01-0.pdf
https://www.e-rad.go.jp/manual/01-0.pdf


科研費
平成31年度科学研究費助成事業（科研費）公募より、

審査の際、審査委員が必要に応じてresearchmapの

掲載情報を参照することが周知されました。

JST
平成29年度以降、戦略的創造研究推進事業（さきがけ、

CREST）・創発的研究支援事業において、

採択研究者のresearchmap登録が必須とされました。

→ https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1408210.htm

→ https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/application/pdf/2020youkou_1.pdf

（「2020年度戦略的創造研究推進事業第1期 募集要項」p.69  

「研究者情報のresearchmapへの登録について」）

13

競争的資金制度での活用

researchmapの機能・メリット

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1408210.htm
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/application/pdf/2020youkou_1.pdf


情報発信・コミュニケーション

研究者の情報発信
ブログや資料公開を通じて、研究に関する情報の公表・管理が

できます。

研究者同士の情報共有
researchmapのSNS機能（コミュニティ等）を使って、研究分野・

立場を問わず、 研究者同士で情報交換や情報共有ができます。
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researchmapの機能・メリット



論文・MISC 書籍等出版物

取り込みできる外部DB

産業財産権

共同研究・競争的資金等の研究課題

外部データベースからの業績の取り込み

業績データを取り込むことのできる外部データベース

15

researchmapの機能・メリット



キャリア
アップの
支援

科学技術
情報の

公開・共有

外部システムとの連携
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JSTが運営するイノベーション創出を担う
研究人材のためのキャリア支援ポータルサイト

JSTが運営する文献、特許、研究者
などの科学技術情報サイト科学 花子

カガク ハナコ（Hanako Kagaku）

利用

researchmapの機能・メリット



大学・研究機関におけるresearchmapの活用

17

大学・研究機関における機能・メリット

研究者・業績情報の登録・公開

業績の管理
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研究者・業績情報の

登録・公開

業績の管理

大学・研究機関における機能・メリット
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大学・研究機関でできること



研究者・業績情報の登録
かんたん操作で研究者情報・業績情報の登録ができます。

登録するには以下の３種類の方法があります。

研究者・業績情報の登録・公開

研究者・業績情報の登録

19

手入力外部データベースからの
取り込み

ファイルの
インポート

業績の登録方法



研究者・業績情報の公開
登録した研究者・業績情報を公開できます。

登録した研究者・業績情報を研究者総覧に活用できます。

研究者・業績情報の登録・公開

研究者・業績情報の公開

20

プレスリリースの掲載・公開
大学・研究機関に所属する研究者の研究成果等に関するプレスリリース

を掲載・公開できます。
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リンク

21

科学 花子
カガク ハナコ（Hanako Kagaku）

●データベースを持たない場合の研究者総覧作成イメージ

researchmapの

業績ページを見る

A大学

研究者総覧

A大学研究者総覧researchmap

クリック

データベース
を持たない
場合

researchmapの登録データの研究者総覧への活用

研究者・業績情報の登録・公開
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●データベースを持たない場合の研究者総覧作成の流れ

大学・研究機関の
ウェブサイト上に研
究者の名簿等を作成
する

各研究者の名前と
researchmapのマ
イポータルをリンク
させる

researchmapの
マイポータルが表
示され、研究者情
報を閲覧できる

リンクをクリック

データベース
を持たない
場合

研究者・業績情報の登録・公開

researchmapの登録データの研究者総覧への活用
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科学 花子
カガク ハナコ（Hanako Kagaku）

researchmapの

業績ページを見る

B大学

取り込み

●●●●

●●●●

科学花子
●●●●

●●● ●●● ●●● ●●●

●データベースを持っている場合の研究者総覧作成イメージ

B大学研究者総覧researchmap

データベース
を持っている

場合

研究者・業績情報の登録・公開

researchmapの登録データの研究者総覧への活用
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●データベースを持っている場合の研究者総覧作成の流れ

データベース
を持っている

場合

大学・研究機関の担当者
もしくは研究者本人が
researchmapに登録し、
マイポータルを作成する

researchmapから
データを取り込む

大学・研究機関の
ウェブサイトに研究
者総覧用のページを
作成する

大学・研究機関の
ウェブサイトの研究
者総覧用のページに
研究者の情報が表示
される

研究者・業績情報の登録・公開

researchmapの登録データの研究者総覧への活用



登録データのIR・業績評価における活用
研究者・業績情報など登録データをIR・業績評価に活用する

ことができます。

IR・業績評価に登録データを活用する際、大学・研究機関独

自の評価方法等のニーズに合わせ、既存の項目をカスタマイ

ズすることもできます。

業績の管理

IR・業績評価における活用
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お申し込みについて

26

機関用ID情報 WebAPIキー

送信先

機関用ID WebAPI

researchmap.V2利用申請書【機関用ID】 researchmap.V2利用申請書【WebAPI】

利用方法を選択

申請書に記入

アクセス情報送付

rmap★researchmap.jp（★を@に代えてください）

国立研究開発法人科学技術振興機構情報基盤事業部人材情報グループ
サービス支援センター researchmap担当

ご 利 用 開 始

お申し込みからご利用開始までの流れは以下のようになっております（約２週間ほどでご利用を開始できます）。申請書に記入の上、送付願います。

1

2

3

4

申請書を
メールに添付して送信

https://researchmap.jp/out line/v2app/
rmapV2_ appAPI .pdf

https://researchmap.jp/out line/v2app
/rmapV2_ appInst itution.pdf

※p.26参照

https://researchmap.jp/outline/v2app/rmapV2_appInstitution.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2app/rmapV2_appAPI.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2app/rmapV2_appAPI.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2app/rmapV2_appAPI.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2app/rmapV2_appInstitution.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2app/rmapV2_appInstitution.pdf


機関用ID３種の権限
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研究者情報・代理人情
報の確認・編集

研究者情報・代理人情
報の一括更新 / 出力

機関情報の編集

所属機関
事務担当者 ID

データ交換
担当者 ID

機関編集者 ID

お申し込みについて

機関用IDには機能別に以下の3種があります。ご確認の上、お申し込みください。



ダウンロードできる資料等
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技術的な内容の詳細は、以下の2種の資料に記載されております。必要に応じてご参照ください。

WebAPI設計書 CSV項目定義書

CSV

https://researchmap.jp/outline/
v2api/v2API.pdf

https://researchmap.jp/outline/
v2api/v2CSV.pdf

https://researchmap.jp/outline/v2api/v2API.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2api/v2CSV.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2api/v2API.pdf
https://researchmap.jp/outline/v2api/v2CSV.pdf


JSTサービス支援センター
researchmap担当

Webお問い合わせフォー厶

https://researchmap.jp/public/inquiry/

【お願い】
新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環として、現在、サービス支援センターの
業務全体を縮小しております。そのためお問い合わせに対する回答や申請書の確認手続
きに時間を要しております。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。

お問い合わせ
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お問い合わせは下記のフォームからお願いいたします。

https://researchmap.jp/public/inquiry/

