
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

researchmap プロジェクト 

――― API 仕様書――― 

（研究者情報） 

 

作成日 2010/10/12 

改訂日 2021/8/25 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

情報基盤事業部 researchmap 担当 

researchmap.V2 リリース後の変更点記入版 



改訂履歴 

No. 改訂内容 改訂日 

1 特許の公開日を rm:public から rm:publicDate に修正 2012/03/12 

2 パラメータの start 及び count の説明を修正 2012/04/25 

3 パラメータに最終更新日(last_item_modified)を追加 2012/05/17 

4 科研費研究者番号から取得に補足説明を追記 2012/05/17 

5 基本項目のレスポンスに rm:eradid を追加 2012/05/17 

6 所属学協会から rm:fromDate(担当年月(From))、rm:toDate(担当年

月(To))、rm:position(役職)の項目を削除 

2012/07/12 

7 パラメータに検索年月(from_date, to_date)を追加 2012/07/12 

8 出力させる業績を指定できるように修正 2012/07/20 

9 経歴の rm:division を rm:affiliation に修正 2012/08/24 

10 経歴に部署(rm:section)を追加 2012/08/24 

11 経歴の title 項目を「所属（職位・身分）」から「所属＋部署（職位・

身分）」に修正 

2012/08/24 

12 Works(作品)に発表場所・発表地等を追加 2012/08/24 

13 ※10）の rm:bibioType を rm:biblioType に修正 2012/08/28 

14 基本項目に rm:orcidid を追加 2012/12/12 

15 書籍等出版物の著書種別に値(8:音楽資料, 9:映像, 10:画像, 11:音声, 

7:地図)を追加 

2013/03/28 

16  基本項目に Researchmap ID（rm:rmid）項目を追加 2013/07/17 

17 書籍等出版物に総ページ数(rm:totalPageNumber)、担当ページ

(rm:repPageNumber)を追加 

2013/07/18 

18 生年月日・没年月日を基本項目に追加 2013/09/12 

19 社会貢献活動を追加 2013/09/12 

20 論文種別で 6:学位論文を削除し、7:学位論文（修士）・8:学位論文

（博士）、9:学位論文（その他）を追加 

2013/10/28 

21 委員歴に団体名、区分、特記事項の項目追加 2013/12/07 

22 社会貢献の補足説明 2013/12/12 

23 社会貢献に添付ファイルを追加 2014/01/06 

24 社会貢献の種別に 15:インターネットを追加 2014/01/06 

25 社会貢献の役割に 19:寄稿を追加 2014/01/16 

26 講演口頭発表等の会議区分の備考欄を修正 2014/01/28 

27 論文、MISC、講演口頭発表等、社会貢献活動の添付ファイル

（rm:attachment）に id と rm:usePassword を追加 

2014/02/21 

28 受賞の文言を一部、画面に合わせるように修正 2015/02/13 

29 受賞の説明(summary)を追加。display=all の場合の競争的資金に

synid 追加。 

2015/02/16 

30 display=all の場合の受賞の説明(summary)を追加。 2015/02/17 

31 基本項目に rm:readid(read_user_id)を追加 2015/02/25 



32 一部、項目名を修正 2015/03/04 

33 wosid, scpid をレスポンスで取得できるように修正 2017/11/08 

34 https のみで取得されるよう修正。 2017/11/08 

35 researchmap.V2 リリース後の V1.API の仕様変更 2018/10/12 

  業績名の変更 

  「特許」を「産業財産権」に変更 

 

  レスポンスの下記項目を廃止 

ハンドル（rm:handle） 

Twitter ID（rm:twitterid） 

集計（rm:summary、rm:summaryid、rm:count） 

辞書（rm:dictionary、rm:dictionaryid、rm:count） 

 

  レスポンス内容に違いが発生する項目 

ResearchmapID（rm:rmid） 

業績 ID（rm:entry.id） 

他言語の業績 ID（rm:syncid） 

研究分野の大分類（rm:field.id、rm:field.name） 

研究分野の中分類（rm:subject.id、rm:subject.name） 

 

  rmap.V2 で追加および廃止された項目は出力されない  

36 researchmap.V2 リリース後の V1.API の仕様変更 2018/12/28 

  lang パラメータの説明文を変更  

  業績名の変更 

「産業財産権」を「特許」に戻す 

 

  補足※16、※17 を追加 

※16 特許についての補足を追加 

※17 社会貢献活動についての補足を追加 

 

37 researchmap.V2 リリース後の V1.API の仕様変更 2019/3/20 

  以下のレスポンス内容を、V1 で登録した業績、V2 で登録した業

績で分けて記述していたが、すべて V2 の業績 ID に suffix を付け

て返す記述に変更 

業績 ID（rm:entry.id） 

他言語の業績 ID（rm:syncid） 

 

38 仕様書の修正（分かりにくい文言を削除） 2019/5/15 

 以下記述を削除 

「※本人の場合、非公開のデータも出力する。ログインユーザ

は、公開・研究者のみ公開のデータを出力する。 

ログインしていないユーザは公開のみ出力する。」 

 

 本人による連携でしか出力しない項目を削除 

生年月日（rm:birthDate） 

e-Rad 研究者番号（rm:eradid） 

 

39 researchmap.V2 リリース後の V1.API の仕様変更 2019/6/7 



 ResearcherID（rm:rmid）の備考欄修正 

「V1 で登録されたアカウントには出力するが、V2 で登録され

たアカウントには何も出力しない」 

→「ReaD 会員 ID（rm:readid）と同じ値を出力する」 

 

40 researchmap.V2 リリース後の V1.API の仕様変更 2019/11/7 

 リクエスト方式から「e-Rad 研究者番号」を削除  

 講演口頭発表等の開催年月日（rm:publicationDate）の備考欄に

「V2の発表年月日を返す」を追記 

 

 選択肢のある項目について、以下の通り修正 

・選択肢の名称を V2 に合わせて変更 

・V2 で廃止された選択肢を取り消し線で削除 

 

41 仕様書の修正 2020/5/26 

 補足 ＜上記※５～※15 のように選択肢のある項目について＞を

修正 

「・V2 で新たに追加された選択肢は出力されない 

・V2 で廃止された選択肢も出力されない」 

→「※５について 

・V2 で新たに追加された選択肢は"other"で出力される 

※6～※15 について 

・V2 で新たに追加された選択肢は出力されない 

・V2 で廃止された選択肢も出力されない」 

 

42 仕様書の修正 2021/8/25 

 補足 ＜上記※５～※15 のように選択肢のある項目について＞に

以下を追加 

「※7、※9 について 

・V2 で新たに追加された選択肢は、未設定で出力される。 

・V2 で廃止された選択肢は出力されない」 

付随して以下の番号を修正 

「※6～※15 について」 

→ 「※6、※8、※10 ～ ※15 について」 
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1 研究者 IDから研究者の基本項目・業績リストを出力する API 

1.1 処理フロー 

 
1.2 リクエスト 

通信方式： GET 

通信先 ： https://***/固定識別子 

※各自で設定した固定識別子から研究者情報を取得する 

       https://***/ReaD 会員 ID 

  ※JST が所有する ReaD で付与された会員 ID から研究者情報を取得する 

           https://***/科研費研究者番号 

  ※研究者が入力した科研費研究者番号から研究者情報を取得する 

           https://***/e-Rad 研究者番号 

※e-Rad と連携した場合に設定された e-Rad 研究者番号から研究者情報を 

  取得する 

 

 

通信制限：  

     

パラメータ 項目名 備考 

type 業績タイプ basic:   基本項目 

career:   経歴 

prize:   受賞 

misc:    MISC 

paper:   論文 

conference:  講演・口頭発表等 

biblio:   書籍等出版物 

researchKeyword:  研究キーワード 

researchArea:  研究分野 

academicSociety:  所属学協会 

teachingExperience:  担当経験のある科目 

other:    その他 

work:    Works 

competitiveFund:  競争的資金等の研究課題 

patent:    特許 （※16） 

academicBackground: 学歴 

committeeCareer: 委員歴 

socialContribution: 社会貢献活動 （※17） 

 

※default:basic 

display 表示タイプ all OR item OR 業績タイプ指定(「|」区切り) 

default:all 

count 取得件数 default:ユーザによる表示件数、最大 100 件。 

type で指定された業績のみに適用する。 

 

開始 

研究者リスト 

出力 

検索条件に該当

する 

エラーの出力 

No 

Yes 
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パラメータ 項目名 備考 

start 開始番号 default:1 

type で指定された業績のみに適用する。 

lang 取得言語 en（英語） もしくは ja（日本語） 

default:ja 

※指定された言語の業績を優先して返すが、無け

れば他言語の業績を返す 

format レスポンスの形式を指定

するパラメータ 

現状、atom のみ対応 

dataid 業績 ID パラメータ display が item のみ有効 

指定した業績 ID のデータを出力する 

sortorder ソート条件を指定する。デ

フォルトは 0 

0: 自動 

1: 新しい順 

2: 古い順 

default:0 

appid アプリケーションキー API へのアクセスキー 

※必須項目 

last_item_modified 最終更新日時 指定された最終更新日時以降のデータを出力す

る。 

GMT 標準時間で指定し、YYYYMMDDhhmmss

形式とする。 

 

設定例）2012 年 5 月 17 日 00時 30分 00 秒（日本

時間）の場合、20120516153000 と指定する。 

 

default: 指定なし 
※指定なしの場合、全ての業績が対象になる。 

from_date 検索年(年月、年月日)  

(From) 

指定された年(年月、年月日)以降のデータを出力

する。 

 

年指定の場合、YYYY 形式とする。 

年月指定の場合、YYYYMM 形式とする。 

年月日指定の場合、YYYYMMDD 形式とする。 

 

対象になる業績は、経歴, 受賞, MISC, 論文, 講

演・口頭発表等, 書籍等出版物, その他, Works, 

競争的資金等の研究課題, 特許, 学歴, 委員歴

とする。 

to_date 検索年(年月、年月日)  

(To) 

指定された年(年月、年月日)以前のデータを出力

する。 

 

年指定の場合、YYYY 形式とする。 

年月指定の場合、YYYYMM 形式とする。 

年月日指定の場合、YYYYMMDD 形式とする。 

 

対象になる業績は、経歴, 受賞, MISC, 論文, 講

演・口頭発表等, 書籍等出版物, その他, Works, 

競争的資金等の研究課題, 特許, 学歴, 委員歴

とする。 

 
※appid 以外のパラメータは省略可能 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
 

 4 

 

1.3 レスポンス（display=allの場合） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

xml       <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed       （※1） 

 title     研究者氏名  

 link    href= リクエストの URI  

 updated     処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author       

  name    著作者(作成者)  

 id     リクエストの URI  

 entry    rm:type=basic   

  title    研究者氏名 (※2) 

  id    基本項目 APIの URI  

  link   href= マイポータルリンク  

  author   xml:lang=ja   

   name   研究者氏名（日本語）  

   rm:nameKana   研究者氏名（カナ）  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   rm:anotherNa

me 

  通称等の別名  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  author   xml:lang=en   

   name   研究者氏名（英語）  

   rm:anotherNa

me 

  通称等の別名  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  content   type=”text” プロフィール (※2) 

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  published    登録日時  

  updated    更新日時  

  rm:image    アバター画像の URI  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:handle    ハンドル V2 では廃止 

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) V2 では廃止 

  rm:email    e メール  

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
 

 5 

 
第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

     rm:reception= 受信可否フラグ 

 

(省略):メールを受けとらない 

receive:メールを受けとる 

  rm:otherEmail    e メール(その他)  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

     rm:reception= 受信可否フラグ (省略):メールを受けとらない 

receive:メールを受けとる 

  rm:mobileEmail    携帯メール  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

     rm:reception= 受信可否フラグ (省略):メールを受けとらない 

receive:メールを受けとる 

  rm:gender    性別 

m:男性、f:女性 

(※3) 

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:deathDate    没年月日 YYYYMMDD 

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:affiliation    所属  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3)所属、部署の公開フラグは同じ値にな

る 

   id   所属コード  

   name   所属名 (※2)  

  rm:section    部署 (※2)  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 所属、部署の公開フラグは同じ値にな

る 

  rm:job    職名 (※2)  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3)  

  rm:degree    学位  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   name   学位名  

   rm:organizatio

n 

  学位授与機関  

  rm:url    URL (※2)  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:kakenid    科研費研究者番号  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:twitterid    Twitter ID V2 では廃止 

     rm:disclose= 公開フラグ V2 では廃止 

  rm:googleuaid    Google Analytics ID  
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

     rm:disclose= 公開フラグ  

  rm:orcidid    ORCID ID  

     rm:disclose= 公開フラグ  

  rm:otherAffiliation    その他の所属  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   id   所属コード  

   name   所属名 (※2)  

   rm:section   部署 (※2)  

   rm:job   職名 (※2)  

  rm:whatsnewPer

iod 

   最近のエントリー  

     rm:disclose= 公開フラグ  

     rm:rss= RSS 配信フラグ (省略)RSS配信しない 

on:RSS配信する 

  rm:rmid    Researchmap ID V2 では廃止。 

ReaD 会員 ID（rm:readid）と同じ値を出

力する 

  rm:readid    Read 会員 ID  

 entry    rm:type=career   

  title    経歴 lang=ja の場合、「経歴」で出力 

lang=en の場合、「Career」で出力 

  id    経歴のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク 経歴の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=career  ※繰返し 

   title   所属＋部署＋職位・身分 lang=ja の場合、「所属＋部署（職位・身分）」

で出力 

lang=en の場合、「職位・身分, 部署, 所属」

で出力 

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= マイポータルリンク 経歴の箇所までジャンプする 

   author     
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

    name  研究者氏名  

   updated   最終更新日  

   rm:fromDate   年月(From)  

   rm:toDate    年月(To)  

   rm:affiliation    所属 (※2) 

   rm:section   部署 (※2) 

   rm:job    職位・身分 (※2) 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=prize   

  title    受賞 lang=ja の場合、「受賞」で出力 

lang=en の場合、「Prize」で出力 

  id    受賞のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク 受賞の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=prize   

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   受賞 (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= マイポータルリンク https://researchmap.jp/xxxxx#prize 

   author     

    name  研究者氏名  

   summary   説明  

   updated   最終更新日  

   rm:publicationDate    受賞年月  

   rm:association    団体名  

   rm:subtitle   件名  

   rm:partner    受賞者(グループ) (※2) 

   rm:prizeType      



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

    id  受賞区分コード 0:未設定 

1:国内外の国際的学術賞 

2:国際学会・会議・シンポジウム等の賞 

3:国内学会・会議・シンポジウム等の賞 

4:学会誌・学術雑誌による顕彰 

5:出版社・新聞社・財団等の賞 

6:その他の賞 

    name  受賞区分名称 (※2) 

   rm:country    受賞国 (※2) 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=misc   

  title    Misc lang=ja の場合、「Misc」で出力 

lang=en の場合、「Misc」で出力 

  id    Misc のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク Misc の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=misc   

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   タイトル (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalink がない場合 URL、URL がない場合

DOI、DOI がない場合マイポータルリンク 

   author     

    name  著者 (※2) 

   summary   概要 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:journal   誌名 (※2) 

   rm:publisher   出版者 (※2) 

   rm:publicationNa

me 

  出版物名 (※2) 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

   rm:volume   巻  

   rm:number   号  

   rm:startingPage   開始ページ  

   rm:endingPage   終了ページ  

   rm:publicationDat

e 

  出版年月  

   rm:referee   査読の有無 タグなしの場合、査読無し 

タグありの場合、査読有り 

   rm:invited   依頼の有無 タグなしの場合、通常論文 

タグありの場合、依頼論文 

   rm:language   記述言語 (※5) 

   rm:miscType   掲載種別  

    id  値 (※6) 

    name  名称 (※2) 

   rm:issn   ISSN  

   rm:doi   ID:DOI  

   rm:naid   ID:NAID(CiNii の ID)  

   rm:pmid   ID:PMID  

   rm:wosid   ID:Web of science ID  

   rm:scpid   ID:scopus ID  

   rm:permalink  href= Permalink  

   rm:url  href= URL  

   rm:nrid    研究者リゾルバーID  

   rm:jglobalid    J-Global ID  

   rm:attachment     

    rm:atta

chment

Type 

 添付種別 (空白):未設定（ファイル名表示） 

preprint:プレプリント 

published:発表資料 

experimental:実験データ 

other:その他 

    rm:atta

chment

Name 

 添付種別名 other の場合のみ設定する 

    link  添付ファイルの URL  

    id  添付ファイル ID  

    name  ファイル名  

    rm:use

Passwo

rd 

 パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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 entry    rm:type=paper   

  title    論文 lang=ja の場合、「論文」で出力 

lang=en の場合、「Paper」で出力 

  id    論文のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク 論文の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=paper   

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   タイトル (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalink がない場合 URL、URL がない場合

DOI、DOI がない場合マイポータルリンク 

   author     

    name  著者 (※2) 

   summary   概要 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:journal   誌名 (※2) 

   rm:publisher   出版者 (※2) 

   rm:publicationNa

me 

  出版物名 (※2) 

   rm:volume   巻  

   rm:number   号  

   rm:startingPage   開始ページ  

   rm:endingPage   終了ページ  

   rm:publicationDat

e 

  出版年月  

   rm:referee   査読の有無 タグなしの場合、査読無し 

タグありの場合、査読有り 

   rm:invited   招待の有無 タグなしの場合、通常論文 

タグありの場合、招待論文 

   rm:language   記述言語 (※5) 

   rm:paperType   掲載種別  

    id  値 (※7) 

    name  名称 (※2) 

   rm:issn   ISSN  



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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   rm:doi   ID:DOI  

   rm:naid   ID:NAID(CiNii の ID)  

   rm:pmid   ID:PMID  

   rm:wosid   ID:Web of science ID  

   rm:scpid   ID:scopus ID  

   rm:permalink  href= Permalink  

   rm:url  href= URL  

   rm:nrid    研究者リゾルバーID  

   rm:jglobalid    J-Global ID  

   rm:attachment     

    rm:atta

chment

Type 

 添付種別 (空白):未設定（ファイル名表示） 

preprint:プレプリント 

published:発表資料 

experimental:実験データ 

other:その他 

    rm:atta

chment

Name 

 添付種別名 other の場合のみ設定する 

    link  添付ファイルの URL  

    id  添付ファイルの ID  

    name  ファイル名  

    rm:use

Passwo

rd 

 パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=confere

nce 

  

  title    講演・口頭発表等 lang=ja の場合、「講演・口頭発表等」で出力 

lang=en の場合、「Conference」で出力 

  id    講演・口頭発表等のフィ

ードリンク 

 

   name   研究者氏名  

  link   href= マイポータルリンク 講演・口頭発表等の箇所までジャンプする 

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  author      

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=confere

nce 

  



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   タイトル (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= URL 

(マイポータルリンク) 

URLがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#conference 

   author     

    name  著者 (※2) 

   summary   概要 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:journal   会議名 (※2) 

   rm:publicationDat

e 

  開催年月日 V2 の発表年月日を返す 

   rm:invited   招待の有無 タグなしの場合、通常講演 

タグありの場合、招待講演 

   rm:language   記述言語 (※5) 

   rm:conferenceClas

s 

  会議区分 (省略)もしくは(空白):未設定 

国内会議：Internal meeting（英語） 

国際会議：International conference（英語） 

   rm:conferenceType   会議種別  

    id  値 (※8) 

    name  名称 (※2) 

   rm:promoter   主催者 (※2) 

   rm:venue   開催地 (※2) 

   rm:attachment     

    rm:atta

chment

Type 

 添付種別 (空白):未設定（ファイル名表示） 

preprint:プレプリント 

published:発表資料 

experimental:実験データ 

other:その他 

    rm:atta

chment

Name 

 添付種別名 other の場合のみ設定する 

    link href= 添付ファイルの URL  

    id  添付ファイルの ID  

    name  ファイル名  

    rm:use

Passwo

rd 

 パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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 entry    rm:type=biblio   

  title    書籍等出版物 lang=ja の場合、「書籍等出版物」で出力 

lang=en の場合、「Biblio」で出力 

  id    書籍等出版物のフィード

リンク 

 

  link   href= マイポータルリンク 書籍等出版物の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=biblio   

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   タイトル (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= URL か AmazonURL 

(マイポータルリンク) 

URLがない場合、AmazonURL を出力。 

AmazonURL がない場合、マイポータルリン

ク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#biblio 

   author     

    name  著者 (※2) 

   summary   概要 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:publisher   出版社 (※2) 

   rm:publicationDat

e 

  出版年月  

   rm:totalPageNum

ber 

  総ページ数  

   rm:repPageNumbe

r 

  担当ページ  

   rm:amount   価格  

   rm:isbn   ID:ISBN  

   rm:asin   ID:ASIN  

   rm:authorType   役割  

    id  値 (※9) 

    name  名称 (※2) 

   rm:partArea   担当範囲 (※2) 

   rm:amazonUrl   Amazon URL  

   rm:smallImageUrl   Amazon 画像リンク(小)  



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  
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   rm:mediumImage

Url 

  Amazon 画像リンク(中)  

   rm:largeImageUrl   Amazon 画像リンク(大)  

   rm:language   記述言語 (※5) 

   rm:biblioType   著書種別  

    id  値 (※10) 

    name  名称 (※2) 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=researc

hKeyword 

  

  title    研究キーワード lang=ja の場合、「研究キーワード」で出力 

lang=en の場合、「Research keyword」で出

力 

  id    研究キーワードのフィー

ドリンク 

 

  link   href= マイポータルリンク 研究キーワードの箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=researc

hKeyword 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   キーワード (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= 研究者検索へリンク  

   author     

    name  研究者名 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:summary   集計 V2 では廃止 
    rm:sum

maryid 

 集計 ID V2 では廃止 

    rm:cou

nt 

 登録件数 V2 では廃止 

   rm:dictionary   辞書 V2 では廃止 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  
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    rm:dict

ionaryi

d 

 意味 ID V2 では廃止 

    rm:cou

nt 

 意味の登録件数 V2 では廃止 

   rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 
 entry    rm:type=researc

hArea 

  

  title    研究分野 lang=ja の場合、「研究分野」で出力 

lang=en の場合、「Research area」で出力 

  id    研究分野のフィードリン

ク 

 

  link   href= マイポータルリンク 研究分野の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=researc

hArea 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   大分類＋中分類 (※2)  

「大分類/中分類」を表示する 

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 
   link  href= 研究者検索へリンク  

   author     

    name  研究者名 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:field   大分類  

    id  ID V2 の大分類 ID を返す 

    name  名称 (※2) V2 の大分類名称を返す 

    rm:sum

maryid 

 集計 ID V2 では廃止 

    rm:cou

nt 

 登録件数 V2 では廃止 

   rm:subject   中分類  
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    id  ID V2 の小分類 ID を返す 
    name  名称 (※2) V2 の小分類名称を返す 
    rm:sum

maryid 

 集計 ID V2 では廃止 

    rm:cou

nt 

 登録件数 V2 では廃止 

   summary   細目 (※2) 
   rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 
   rm:subject   中分類  

 entry    rm:type=academi

cSociety 

  

  title    所属学協会 lang=ja の場合、「所属学協会」で出力 

lang=en の場合、「Academic society」で出力 

  id    所属学協会のフィードリ

ンク 

 

  link   href= マイポータルリンク 所属学協会の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=academi

cSociety 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   所属学協会名 (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= 研究者検索へリンク  

   author     

    name  研究者名 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:summary   集計 V2 では廃止 

    rm:sum

maryid 

 集計 ID V2 では廃止 

    rm:cou

nt 

 登録件数 V2 では廃止 
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   rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=teachin

gExperience 

  

  title    担当経験のある科目 lang=ja の場合、「担当経験のある科目」で出

力 

lang=en の場合、「Teaching experience」で

出力 

  id    担当経験のある科目のフ

ィードリンク 

 

  link   href= マイポータルリンク 担当経験のある科目の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=teachin

gExperience 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   科目 (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= 研究者検索へリンク  

   author     

    name  研究者名 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:affiliation   機関名  

   rm:summary   集計 V2 では廃止 

    rm:sum

maryid 

 集計 ID V2 では廃止 

    rm:cou

nt 

 登録件数 V2 では廃止 

   rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=other   

   name   研究者氏名  
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  title    その他 lang=ja の場合、「その他」で出力 

lang=en の場合、「Other」で出力 

  id    その他のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク その他の箇所までジャンプする 

  author      

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=other   

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   内容 (※2)  

内容の一部を表示する（100 文字程度） 

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= マイポータルリンク その他の箇所までジャンプする 

   author     

    name  研究者名 (※2) 

   updated   最終更新日  

   summary   内容 内容の一部を表示した title と summary が z

同じ場合、省略する 

   rm:publicationDat

e 

  実施年月  

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=work   

  title    作品 lang=ja の場合、「作品」で出力 

lang=en の場合、「Works」で出力 

  id    作品のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク 作品の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=work   

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   作品名 (※2)  
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= URL 

(マイポータルリンク) 

URLがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#work 

   author     

    name  発表者 (※2) 

   updated   最終更新日  

   summary   発表内容 (※2) 

   rm:workType   作品分類 (※11) 

    id  ID  

    name  名称 (※2) 

   rm:fromDate   発表年月(From)  

   rm:toDate   発表年月(To)  

   rm:venue   発表場所・発表地等 (※2) 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=competi

tiveFund 

  

  title    競争的資金 lang=ja の場合、「競争的資金」で出力 

lang=en の場合、「Competitive fund」で出力 

  id    競争的資金のフィードリ

ンク 

 

  link   href= マイポータルリンク 競争的資金の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=competi

tiveFund 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   タイトル (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalinkがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#competitive

Fund 

   rm:provider   提供機関 (※2) 
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

   author     

    name  代表者 (※2) 

   updated   最終更新日  

   summary   研究概要 (※2) 

   rm:system   制度名 (※2) 

   rm:fromDate   研究期間(From)  

   rm:toDate   研究期間(To)  

   rm:member   連携研究者 (※2) 

   rm: refereeType   審査区分 (※2) 

   rm:field   研究分野 (※2) 

   rm:category   研究種目 (※2) 

   rm:grantAmount   配分額  

    rm:tota

l 

 (総額)  

    rm:dire

ct 

 (直接経費)  

    rm:indi

rect 

 (間接経費)  

   rm:researchid   研究課題番号  

   rm:institution   研究機関 (※2) 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=patent   

  title    特許 lang=ja の場合、「特許」で出力 

lang=en の場合、「Patent」で出力 

  id    特許のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク 特許の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=patent   

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   タイトル (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalinkがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#patent 
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

   author     

    name  発明者 (※2) 

   updated   最終更新日  

   summary   要約 (※2) 

   rm:application   出願情報  

    id  出願番号  

    rm:appl

ication

Date 

 出願日  

   rm:public   公開情報  

    id  公開番号  

    rm:pub

licDate 

 公開日  

   rm:translation   公表情報  

    id  公表番号  

    rm:tran

slation

Date 

 公表日  

   rm:patent   特許情報  

    id  特許番号  

    rm:pate

ntDate 

 発行日  

   rm:applicationPer

son 

  出願人（会社名など） (※2) 

   rm:jglobalid   JGlobal ID  

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=academi

cBackground 

  

  title    学歴 lang=ja の場合、「学歴」で出力 

lang=en の場合、「Academic Background」

で出力 

  id    学歴のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク 学歴の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

  rm:entry   rm:type=academi

cBackground 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   学校名 (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= マイポータルリンク https://researchmap.jp/xxxxx#academic 

   author     

    name  研究者名 (※2) 

   updated   最終更新日  

   rm:departmentNa

me 

  学部等 (※2) 

   rm:subjectName   学科等 (※2) 

   rm:country   国名 (※2) 

   rm:fromDate   年月(From)  

   rm:toDate   年月(To)  

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=committ

eeCareer 

  

  title    委員歴 lang=ja の場合、「委員歴」で出力 

lang=en の場合、「Committee Career」で出

力 

  id    委員歴のフィードリンク  

  link   href= マイポータルリンク 委員歴の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=committ

eeCareer 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   委員名 (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= マイポータルリンク https://researchmap.jp/xxxxx#committee 

   author     
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

    name  研究者名  

   updated   最終更新日  

   rm:fromDate   期間(From)  

   rm:toDate   期間(To)  

   rm:association   団体名  

   rm:committeeType   区分 (※15) 

    id  ID  

    name  名称 (※2) 

   summary   特記事項 (※2) 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 entry    rm:type=socialCo

ntribution 

  

  title    社会貢献活動 lang=ja の場合、「社会貢献活動」で出力 

lang=en の場合、「Social Contribution」で

出力 

  id    社会貢献活動のフィード

リンク 

 

  link   href= マイポータルリンク 社会貢献活動の箇所までジャンプする 

  author      

   name   研究者氏名  

  updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

  rm:totalResults    総件数  

  rm:startIndex    開始位置  

  rm:itemsPerPage    件数  

  rm:entry   rm:type=socialCo

ntribution 

  

     rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   title   委員名 (※2)  

   id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

   link  href= URL URLがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#contiributu

tion 

   author     

    name  研究者名  

   updated   最終更新日  

   summary   概要 (※2) 

   rm:role   役割 複数ある場合、当タグを繰り返す（※12） 

    id  ID  
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第一 第二 第三 第四 第五 属性 値 備考 

    name  名称 (※2) 

   rm:promoter   主催者 (※2)  

   rm:event   イベント名 (※2)  

   rm:fromDate   年月日(From)  

   rm:toDate   年月日(To)  

   rm:location   場所 (※2)  

   rm:eventType   種別 (※13)  

    id  ID  

    name  名称 (※2) 

   rm:target   対象 複数ある場合、当タグを繰り返す(※14) 

    id  ID  

    name  名称 (※2) 

   rm:attachment     

    rm:atta

chment

Type 

 添付種別 (空白)  

 

    rm:atta

chment

Name 

 添付種別名 (空白) 

    link  添付ファイルの URL  

    id  添付ファイルの ID  

    name  ファイル名  

    rm:use

Passwo

rd 

 パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

   rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 
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（※１）<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rm="http://researchmap.jp/atom/1.1/" xml:lang="ja"> 

（※２）パラメータの lang=jaの場合、日本語の内容を出力し、lang=enの場合、英語の内容を出力する 

パラメータの lang に指定された言語の業績を優先して出力するが、指定言語の情報がなければ、他言語の情報を出力する 

（※３）rm:disclose属性は、private:非公開、public:公開、researcher:研究者のみ公開。デフォルト public。 

（※４）業績 IDの出力は、https://(APIの URL)/固定識別子/?type=(業績タイプ)&dataid=xxxxのフォーマットで出力する 

（※５）rm:languageの値 

(空白):未設定、en:英語、ja:日本語、zh:中国語、fr:フランス語、es:スペイン語、ru:ロシア語、de:ドイツ語、other:その他外国語 

（※６）rm:miscTypeの値 

0:未設定、1:研究論文、2:速報，短報，研究ノート等（学術雑誌）、3:速報，短報，研究ノート等（大学，研究機関紀要）、 

4:研究発表ペーパー・要旨（国際会議）、5:研究発表ペーパー・要旨（全国大会，その他学術会議）、 

6:機関テクニカルレポート，技術報告書，プレプリント等、7:記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）、 

8: 記事・総説・解説・論説等（国際会議プロシーディングズ）、9: 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要）、 

10: 記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア）、11: 記事・総説・解説・論説等（その他）、 

12:講演資料等（セミナー，チュートリアル，講習，講義他）、13:書評論文,書評，文献紹介等、14:会議報告等、15:その他記事 

（※７）rm:paperTypeの値 

   0:未設定、1:研究論文（学術雑誌）、2:研究論文（国際会議プロシーディングス）、3:研究論文（大学，研究機関等紀要）、 

     4:研究論文（研究会，シンポジウム資料等）、5:研究論文（その他学術会議資料等）、6:学位論文、7:学位論文（修士）、 

      8:学位論文（博士）、9:学位論文（その他） 

（※８）rm:conferenceTypeの値 

   0:未設定、1:口頭発表（一般）、2:口頭発表（招待・特別）、3:口頭発表（基調）、4:ポスター発表、 

   5:シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）、6:シンポジウム・ワークショップ パネル（指名）、 

   7:公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等、8:メディア報道等、9その他 

（※９）rm:authorTypeの値 

0:未設定、1:単著、2:共著、3:単訳、4:共訳、5: 編者（編著者）、6:共編著（共編著者）、7:監修、8:その他、9:分担執筆 

（※10）rm:biblioTypeの値 

0:未設定、単行本（学術書）、2:事典・辞書、3:教科書・概説・概論、4:調査報告書、5:単行本（一般書・啓蒙書）、8:音楽資料、9:映像、 

10:画像、11:音声、7:地図、6:その他 

（※11）rm:workTypeの値 

0:未設定、1:芸術活動、2:建築作品、3:コンピュータソフト、4:データベース、5:Webサービス、6:教材、7:その他 

（※12）rm:roleの値 

0:未設定、1:出演、2:パネリスト、3:コメンテーター、4:司会、5:インタビュイー、6:取材協力、7:編集長、8:インタビュアー、 

9:編集、10:講師、11:助言・指導、12:情報提供、13:企画、14:運営参加・支援、15:実演、16:調査担当、17:報告書執筆、18:その他、 

19:寄稿 
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（※13）rm:eventTypeの値 

0:未設定、1:テレビ・ラジオ番組、2:新聞・雑誌、3:会誌・広報誌、4:講演会、5:セミナー・ワークショップ、6:フェスティバル、 

7:資格認定講習、8:出前授業、9:研究指導、10:施設一般公開、11:サイエンスカフェ、12:対話型集会・市民会議 13:調査、14:その他、 

15:インターネット 

（※14）rm:targetの値 

0:未設定、11:幼稚園以下、2:小学生、3:中学生、4:高校生、5:大学生、6:大学院生、7:教育関係者、8:保護者、9:研究者、 

10:社会人・一般、11:学術団体、12:企業、13:市民団体、14:行政機関、15:メディア、16その他 

（※15）rm:committeeTypeの値 

0:未設定、1:学協会、2:政府、3:自治体、4:その他 

（※16）特許は、researchmap.V2 で「産業財産権」と業績名を変更し、「実用新案権」や「意匠権」も登録可能となる。しかし、本 API では「特許権」

に限定して出力する。 

（※17）社会貢献活動は、researchmap.V2 へは「社会貢献活動」、「メディア報道」、「学術貢献活動」に分けて移行する。しかし、本 APIでは「社会貢献

活動」に限定して出力する。 

 

 

＜上記※５～※15のように選択肢のある項目について＞ 

※５について 

・V2 で新たに追加された選択肢は"other"で出力される 

※7、※9 について 

・V2 で新たに追加された選択肢は、未設定で出力される。 

・V2 で廃止された選択肢は出力されない 

※6、※8、※10 ～ ※15 について 

・V2 で新たに追加された選択肢は出力されない 

・V2 で廃止された選択肢も出力されない 
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1.4 レスポンス（基本項目） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 entry   rm:type=basic   

  title   研究者氏名 (※2) 

  id   基本項目 APIの URI  

  link  href= マイポータルリンク  

  author  xml:lang=ja   

   name  研究者氏名（日本語）  

   rm:nameKana  研究者氏名（カナ）  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   rm:anotherName    

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  author  xml:lang=en   

   name  研究者氏名（英語）  

   rm:anotherName  通称等の別名 (※2)  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  content  type=”text” プロフィール (※2) 

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  published   登録日時  

  updated   更新日時  

  rm:image   アバター画像の URI  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:handle   ハンドル V2 では廃止 

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) V2 では廃止 

  rm:email   e メール  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

    rm:reception= 受信可否フラグ 

 

(省略):メールを受けとらない 

receive:メールを受けとる 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:otherEmail   e メール(その他)  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

    rm:reception= 受信可否フラグ (省略):メールを受けとらない 

receive:メールを受けとる 

  rm:mobileEmail   携帯メール  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

    rm:reception= 受信可否フラグ (省略):メールを受けとらない 

receive:メールを受けとる 

  rm:gender   性別 

m:男性、f:女性 

(※3) 

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:deathDate   没年月日 YYYYMMDD 

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:affiliation   所属  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 所属、部署の公開フラグは同じ値にな

る 

   id  所属コード  

   name  所属名 (※2)  

  rm:section   部署 (※2)  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 所属、部署の公開フラグは同じ値にな

る 

  rm:job   職名 (※2)  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3)  

  rm:degree   学位  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   name  学位名  

   rm:organization  学位授与機関  

  rm:url   URL (※2)  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:kakenid   科研費研究者番号  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  rm:twitterid   Twitter ID V2 では廃止 

    rm:disclose= 公開フラグ V2 では廃止 

  rm:googleuaid   Google Analytics ID  

    rm:disclose= 公開フラグ  

  rm:orcidid   ORCID ID  

    rm:disclose= 公開フラグ  

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:otherAffiliation   その他の所属  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

   id  所属コード  

   name  所属名 (※2)  

   rm:section  部署 (※2)  

   rm:job  職名 (※2)  

  rm:whatsnewPeriod   最近のエントリー  

    rm:disclose=   

    rm:rss= RSS 配信フラグ (省略)RSS配信しない 

on:RSS配信する 

  rm:rmid   Researchmap ID V2 では廃止。 

ReaD 会員 ID（rm:readid）と同じ値を出

力する 

  rm:readid   Read 会員 ID  

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.5 レスポンス（経歴） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=caree

r 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   所属＋部署＋ 職位・身分 (※2) 

lang=ja の場合、「所属＋部署（職位・身分）」

で出力 

lang=en の場合、「職位・身分, 部署, 所属」

で出力 

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= マイポータルリンク https://researchmap.jp/xxxxx#career 

  author     

   name  研究者氏名  

  updated   最終更新日  

  rm:fromDate   年月(From)  

  rm:toDate    年月(To)  

  rm:affiliation    所属 (※2) 

  rm:section   部署 (※2) 

  rm:job    職位・身分 (※2) 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.6 レスポンス（受賞） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=prize   

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   受賞 (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= マイポータルリンク https://researchmap.jp/xxxxx#prize 

  author     

   name  研究者氏名  

  summary   説明  

  updated   最終更新日  

  rm:publicationDate    受賞年月  

  rm:association    授与機関  

  rm:subtitle   タイトル  

  rm:partner    受賞者(グループ) (※2) 

  rm:prizeType      

   id  受賞区分コード 0:未設定 

1:国内外の国際的学術賞 

2:国際学会・会議・シンポジウム等の賞 

3:国内学会・会議・シンポジウム等の賞 

4:学会誌・学術雑誌による顕彰 

5:出版社・新聞社・財団等の賞 

6:その他の賞 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

   name  受賞区分名称 (※2) 

  rm:country    受賞国 (※2) 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.7 レスポンス（MISC） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=misc   

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   タイトル (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalink がない場合 URL、URL がない場合

DOI、DOI がない場合マイポータルリンク 

  author     

   name  著者 (※2) 

  summary   概要 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:journal   誌名 (※2) 

  rm:publisher   出版者 (※2) 

  rm:publicationName   出版物名 (※2) 

  rm:volume   巻  

  rm:number   号  

  rm:startingPage   開始ページ  

  rm:endingPage   終了ページ  

  rm:publicationDate   出版年月  

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:referee   査読の有無 タグなしの場合、査読無し 

タグありの場合、査読有り 

  rm:invited   依頼の有無 タグなしの場合、通常論文 

タグありの場合、依頼論文 

  rm:language   記述言語 (※5) 

  rm:miscType   掲載種別  

   id  値 (※6) 

   name  名称 (※2) 

  rm:issn   ISSN  

  rm:doi   ID:DOI  

  rm:naid   ID:NAID(CiNii の ID)  

  rm:pmid   ID:PMID  

  rm:wosid   ID:Web of science ID  

  rm:scpid   ID:scopus ID  

  rm:permalink  href="" Permalink  

  rm:url  href="" URL  

  rm:nrid    研究者リゾルバーID  

  rm:jglobalid    J-Global ID  

  rm:attachment     

   rm:attachmentType  添付種別 (空白):未設定（ファイル名表示） 

preprint:プレプリント 

published:発表資料 

experimental:実験データ 

other:その他 

   rm:attachmentNam

e 

 添付種別名 other の場合のみ設定する 

   link href= 添付ファイルの URL  

   id  添付ファイルの ID  

   name  ファイル名  

   rm:usePassword  パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 

 

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
 

 35 

  

1.8 レスポンス（論文） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=paper   

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   タイトル (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalink がない場合 URL、URL がない場合

DOI、DOI がない場合マイポータルリンク 

  author     

   name  著者 (※2) 

  summary   概要 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:journal   誌名 (※2) 

  rm:publisher   出版者 (※2) 

  rm:publicationName   出版物名 (※2) 

  rm:volume   巻  

  rm:number   号  

  rm:startingPage   開始ページ  

  rm:endingPage   終了ページ  

  rm:publicationDate   出版年月  

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:referee   査読の有無 タグなしの場合、査読無し 

タグありの場合、査読有り 

  rm:invited   招待の有無 タグなしの場合、通常論文 

タグありの場合、招待論文 

  rm:language   記述言語 (※5) 

  rm:paperType   掲載種別  

   id  値 (※7) 

   name  名称 (※2) 

  rm:issn   ISSN  

  rm:doi   ID:DOI  

  rm:naid   ID:NAID(CiNii の ID)  

  rm:pmid   ID:PMID  

  rm:wosid   ID:Web of science ID  

  rm:scpid   ID:scopus ID  

  rm:permalink  href="" Permalink  

  rm:url  href="" URL  

  rm:nrid    研究者リゾルバーID  

  rm:jglobalid    J-Global ID  

  rm:attachment     

   rm:attachmentType  添付種別 (空白):未設定（ファイル名表示） 

preprint:プレプリント 

published:発表資料 

experimental:実験データ 

other:その他 

   rm:attachmentNam

e 

 添付種別名 other の場合のみ設定する 

   link href= 添付ファイルの URL  

   id  添付ファイルの ID  

   name  ファイル名  

   rm:usePassword  パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.9 レスポンス（講演・口頭発表等） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=confe

rence 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   タイトル (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= URL 

(マイポータルリンク) 

URLがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#conference 

  author     

   name  講演者 (※2) 

  summary   概要 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:journal   会議名 (※2) 

  rm:publicationDate   開催年月日 V2 の発表年月日を返す 

  rm:invited   招待の有無 タグなしの場合、通常講演 

タグありの場合、招待講演 

  rm:language   記述言語 (※5) 

  rm:conferenceClass   会議区分 (省略)もしくは(空白):未設定 

国内会議：Internal meeting（英語） 

国際会議：International conference（英語） 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:conferenceType   会議種別  

   id  値 (※8) 

   name  名称 (※2) 

  rm:promoter   主催者 (※2) 

  rm:venue   開催地 (※2) 

  rm:attachment     

   rm:attachmentType  添付種別 (空白):未設定（ファイル名表示） 

preprint:プレプリント 

published:発表資料 

experimental:実験データ 

other:その他 

   rm:attachmentNam

e 

 添付種別名 other の場合のみ設定する 

   link href= 添付ファイルの URL  

   id  添付ファイルの ID  

   name  ファイル名  

   rm:usePassword  パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.10 レスポンス（書籍等出版物） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=biblio   

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   タイトル (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= URL か AmazonURL 

(マイポータルリンク) 

URLがない場合、AmazonURL を出力。 

AmazonURL がない場合、マイポータルリン

ク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#biblio 

  author     

   name  著者 (※2) 

  summary   概要 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:publisher   出版社 (※2) 

  rm:publicationDate   出版年月  

  rm:totalPageNumber   総ページ数  

  rm:repPageNumber   担当ページ  

  rm:amount   価格  

  rm:isbn   ID:ISBN  

  rm:asin   ID:ASIN  

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:authorType   役割  

   id  値 (※9) 

   name  名称 (※2) 

  rm:partArea   担当範囲 (※2) 

  rm:amazonUrl   Amazon URL  

  rm:smallImageUrl   Amazon 画像リンク(小)  

  rm:mediumImageUrl   Amazon 画像リンク(中)  

  rm:largeImageUrl   Amazon 画像リンク(大)  

  rm:language   記述言語 (※5) 

  rm:biblioType   著書種別  

   id  値 (※10) 

   name  名称 (※2) 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.11 レスポンス（研究キーワード） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=resea

rchKeyword 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   キーワード (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= 研究者検索へリンク  

  author     

   name  研究者名 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:summary   集計 V2 では廃止 
   rm:summaryid  集計 ID V2 では廃止 
   rm:count  登録件数 V2 では廃止 
  rm:dictionary   辞書 V2 では廃止 
   rm:dictionaryid  意味 ID V2 では廃止 
   rm:count  意味の登録件数 V2 では廃止 
  rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.12 レスポンス（研究分野） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=resea

rchArea 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   大分類＋中分類 (※2)  

「大分類/中分類」を表示する 

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= 研究者検索へリンク  

  author     

   name  研究者名 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:field   大分類  

   id  ID V2 の大分類 ID を返す 

   name  名称 (※2) V2 の大分類名称を返す 

   rm:summaryid  集計 ID V2 では廃止 

   rm:count  登録件数 V2 では廃止 

  rm:subject   中分類  

   id  ID V2 の小分類 ID を返す 

   name  名称 (※2) V2 の小分類名称を返す 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

   rm:summaryid  集計 ID V2 では廃止 

   rm:count  登録件数 V2 では廃止 

  summary   細目 (※2) 

  rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.13 レスポンス（所属学協会） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=acade

micSociety 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   所属学協会名 (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= 研究者検索へリンク  

  author     

   name  研究者名 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:summary   集計 V2 では廃止 

   rm:summaryid  集計 ID V2 では廃止 

   rm:count  登録件数 V2 では廃止 

  rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.14 レスポンス（担当経験のある科目） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=teach

ingExperience 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   科目 (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= 研究者検索へリンク  

  author     

   name  研究者名 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:affiliation   機関名  

  rm:summary   集計 V2 では廃止 

   rm:summaryid  集計 ID V2 では廃止 

   rm:count  登録件数 V2 では廃止 

  rm:syncid   他言語の業績 ID 0 固定 V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.15 レスポンス（その他） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type= other   

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   内容 (※2)  

内容の一部を表示する（100 文字程度） 

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= マイポータルリンク その他の箇所までジャンプする 

  author     

   name  研究者名 (※2) 

  updated   最終更新日  

  summary   内容 内容の一部を表示した title と summary が z

同じ場合、省略する 

  rm:publicationDate   実施年月  

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 

 

 

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.16 レスポンス（作品） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=work   

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   作品名 (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= URL 

(マイポータルリンク) 

URLがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#work 

  author     

   name  発表者 (※2) 

  updated   最終更新日  

  summary   発表内容 (※2) 

  rm:workType   作品分類 (※11) 

   id  ID  

   name  名称 (※2) 

  rm:fromDate   発表年月(From)  

  rm:toDate   発表年月(To)  

  rm:venue   発表場所・発表地等 (※2) 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.17 レスポンス（競争的資金等の研究課題） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=comp

etitiveFund 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   タイトル (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalinkがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#competitive

Fund 

  author     

   name  代表者 (※2) 

  updated   最終更新日  

  summary   研究概要 (※2) 

  rm:provider   提供機関 (※2) 

  rm:system   制度名 (※2) 

  rm:fromDate   研究期間(From)  

  rm:toDate   研究期間(To)  

  rm:member   連携研究者 (※2) 

  rm:refereeType   審査区分 (※2) 

  rm:field   研究分野 (※2) 

  rm:category   研究種目 (※2) 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:grantAmount   配分額  

   rm:total  (総額)  

   rm:direct  (直接経費)  

   rm:indirect  (間接経費)  

  rm:researchid   研究課題番号  

  rm:institution   研究機関 (※2) 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
 

 50 

 

1.18 レスポンス（特許） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=paten

t 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   タイトル (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= Permalink 

(マイポータルリンク) 

Permalinkがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#patent 

  author     

   name  発明者 (※2) 

  updated   最終更新日  

  summary   要約 (※2) 

  rm:application   出願情報  

   id  出願番号  

   rm:applicationDate  出願日  

  rm:public   公開情報  

   id  公開番号  

   rm:publicDate  公開日  

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:translation   公表情報  

   id  公表番号  

   rm:translationDat

e 

 公表日  

  rm:patent   特許情報  

   id  特許番号  

   rm:patentDate  発行日  

  rm:applicationPerson   出願人（会社名など） (※2) 

  rm:jglobalid   JGlobal ID  

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.19 レスポンス（学歴） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=acade

micBackgroun

d 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   学校名 (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= マイポータルリンク https://researchmap.jp/xxxxx#academic 

  author     

   name  研究者名 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:departmentName   学部等 (※2) 

  rm:subjectName   学科等 (※2) 

  rm:country   国名 (※2) 

  rm:fromDate   年月(From)  

  rm:toDate   年月(To)  

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.20 レスポンス（委員歴） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=comm

itteeCareer 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   委員名 (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= マイポータルリンク https://researchmap.jp/xxxxx#committee 

  author     

   name  研究者名 (※2) 

  updated   最終更新日  

  rm:fromDate   期間(From)  

  rm:toDate   期間(To)  

  rm:association   団体名  

  rm:committeeType   区分 (※15) 

   id  ID  

   name  名称 (※2) 

  summary   特記事項 (※2) 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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1.21 レスポンス（社会貢献活動） 
Content-Type： XML 形式 

 
第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

xml      <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

feed      （※1） 

 title    APIのタイトル  

 link   href= リクエストの URI  

 updated    処理開始日時 検索が行われた日時(W3CDTF 表記) 

 author      

  name   著作者(作成者)  

 id    リクエストの URI  

 opensearch:t

otalResults 

   総件数  

 opensearch:

startIndex 

   開始位置 検索結果のうち、何件目のデータから記

述しているかを表示する 

 opensearch:i

temsPerPag

e 

   件数 レスポンスに何件の検索結果が含まれて

いるかを表示する 

 entry   rm:type=social

Contribution 

  

    rm:disclose= 公開フラグ (※3) 

  title   委員名 (※2)  

  id   業績 ID (※4) V2 で新たに採番された数値に「_ja」、

「_en」の suffix を付けた文字列を返す 

  link  href= URL URLがない場合、マイポータルリンク。 

https://researchmap.jp/xxxxx#contiributu

tion 

  author     

   name  研究者名  

  updated   最終更新日  

  summary   概要 (※2) 

  rm:role   役割 複数ある場合、当タグを繰り返す（※12） 

   id  ID  

   name  名称 (※2) 

  rm:promoter   主催者 (※2)  

  rm:event   イベント名 (※2)  

  rm:fromDate   年月日(From)  

  rm:toDate   年月日(To)  

 



プロジェクト名 researchmap プロジェクト 

システム名 API 仕様書 作成者  改訂者  

サブシステム名 研究者情報 作成日 2010/10/12 改訂日 2020/5/26 
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第一 第二 第三 第四 属性 値 備考 

  rm:location   場所 (※2)  

  rm:eventType   種別 (※13)  

   id  ID  

   name  名称 (※2) 

  rm:target   対象 複数ある場合、当タグを繰り返す(※14) 

   id  ID  

   name  名称 (※2) 

  rm:attachment     

   rm:attachmentType  添付種別 (空白)  

   rm:attachmentNam

e 

 添付種別名 (空白) 

   link href= 添付ファイルの URL  

   id  添付ファイルの ID  

   name  ファイル名  

   rm:usePassword  パスワードの有無 タグなしの場合、パスワード無し 

タグありの場合、パスワード有り 

  rm:syncid   他言語の業績 ID V2 で新たに採番された数値に「_ja」、「_en」

の suffix を付けた文字列を返す 

 

 

 

 

 


