
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

researchmap プロジェクト 

――― API 仕様書――― 

（研究者検索） 

 

作成日 2010/10/12 

改訂日 2011/11/08 

作成日 2010/10/12 

改訂日 2021/10/25 

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 https のみで取得されるよう修正。 2017/11/08 

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

  パラメータ：field、subject の検索値は V2 の研究分野に対応  

  パラメータ：itemid、dictionaryid を廃止  

  下記パラメータについて、パラメータ値の先頭に「A」が付く 

  都道府県 ID（prefectureid） 

  所属機関コード（instituteid） 

  所管官庁コード（agencyid） 

  業種区分コード（businesskindid） 

  地方 ID（districtid） 

  大学区分コード（universityid） 

  公益法人区分コード（corporationid） 

 （例）prefectureid=A01 

 

3 下記パラメータについて、パラメータ値の先頭に「A」が付く記述

を削除 

  都道府県 ID（prefectureid） 

  所属機関コード（instituteid） 

  所管官庁コード（agencyid） 

  業種区分コード（businesskindid） 

  地方 ID（districtid） 

  大学区分コード（universityid） 

  公益法人区分コード（corporationid） 

2021/10/25 

4 所属機関コード（instituteid）の設定値を以下の通り変更 

01 : 国立研究機関・独立行政法人・大学共同利用機関法人 

02 : 特殊法人・認可法人 

    ↓ 

11 : 国立研究機関 

12 : 独立行政法人・国立研究開発法人 

13 : 大学共同利用機関法人 

2021/10/25 
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目次 
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1 検索キーワードから研究者リストを出力する API 

1.1 処理フロー 

 

1.2 リクエスト 

通信方式： GET 

通信先 ： https://***     

通信制限：  

パラメータ 項目名 備考 

name 研究者名  

affiliation 所属  

main_ affiliation 主所属  

job 主職名  

gender 性別 m:男性、f:女性 

count 取得件数 最大 100 件 

start 開始番号  

lang 取得言語 en（英語） もしくは ja（日本語） 

kakenid 科研費研究者番号 半角スペースで区切ると OR 検索も可能 

nrid 研究者リゾルバーID  

id 固定識別子  

keyword 研究キーワード  

field 大分野 大分野 ID 

※半角スペースで区切ることで OR 検索も可能 

V2 の研究分野の大分類 ID に対応 

subject 中分野 中分野 ID 

※半角スペースで区切ることで OR 検索も可能 

V2 の研究分野の小分類 ID に対応 

itemid 項目 ID 所属学協会、担当経験のある科目、研究キーワー

ド、研究分野 

V2 では廃止 

itemvalue 項目名 itemid 指定がない場合、使用 

headingid 項目タイトル ID itemid 指定がない場合、使用 

6 : 研究キーワード 

7 : 研究分野 

8 : 所属学協会 

9 : 担当経験のある科目 

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 

dictionaryid 辞書 ID 研究キーワードの意味による絞込みで使用 

V2 では廃止 

last_modified 最終更新日 現状、現在から遡る日付の日数を指定している。

今後の仕様については未定。 

is_read Read 会員のみ検索するか

どうか 

 

prefectureid 都道府県 ID 01 : 北海道 

02 : 青森県 

03 : 岩手県 

04 : 宮城県 

05 : 秋田県 

06 : 山形県 

07 : 福島県 

08 : 茨城県 

09 : 栃木県 

10 : 群馬県 

11 : 埼玉県 

12 : 千葉県 

13 : 東京都 

14 : 神奈川県 

15 : 新潟県 

16 : 富山県 

17 : 石川県 

18 : 福井県 

19 : 山梨県 

20 : 長野県 

21 : 岐阜県 

22 : 静岡県 

23 : 愛知県 

24 : 三重県 

25 : 滋賀県 

26 : 京都府 

27 : 大阪府 

28 : 兵庫県 

29 : 奈良県 

30 : 和歌山県 

31 : 鳥取県 

32 : 島根県 

33 : 岡山県 

34 : 広島県 

35 : 山口県 

36 : 徳島県 

37 : 香川県 

38 : 愛媛県 

39 : 高知県 

40 : 福岡県 

41 : 佐賀県 

42 : 長崎県 

43 : 熊本県 

44 : 大分県 

45 : 宮崎県 

46 : 鹿児島県 

47 : 沖縄県 
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パラメータ 項目名 備考 

instituteid 所属機関コード 11 : 国立研究機関 

12 : 独立行政法人・国立研究開発法人等 

13 : 大学共同利用機関法人 

03 : 公設試験研究機関 

04 : 学校機関 

05 : 公益法人等 

06 : 企業研究施設 

09 : その他機関 

agencyid 所管官庁コード 010 : 内閣府 

011 : 警察庁 

012 : 防衛省 

013 : 宮内庁 

020 : 総務省 

030 : 法務省 

040 : 外務省 

050 : 財務省 

060 : 文部科学省 

070 : 厚生労働省 

080 : 農林水産省 

090 : 経済産業省 

100 : 国土交通省 

110 : 環境省 

businesskindid 業種区分コード 010 : 水産農林 

020 : 鉱業 

030 : 建設 

040 : 食料品 

050 : 繊維 

060 : パルプ紙 

070 : 化学 

080 : 医薬品 

090 : 石油石炭 

100 : ゴム 

110 : ガラス 

120 : 鉄鋼 

130 : 非鉄 

140 : 金属 

150 : 機械 

160 : 電機 

170 : 輸送 

180 : 精密 

190 : 他製品 

200 : 電気ガス 

210 : 陸運 

220 : 海運 

230 : 空運 

240 : 倉庫運輸 

250 : 通信 

260 : 卸売 

270 : 小売 

280 : 銀行 

290 : 証券､商先 

300 : 保険 

310 : 他金融 

320 : 不動産 

330 : サービス 
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パラメータ 項目名 備考 

districtid 地方 ID 01 : 北海道地方 

02 : 東北地方 

03 : 関東地方 

04 : 中部地方 

05 : 近畿地方 

06 : 中国地方 

07 : 四国地方 

08 : 九州地方 

universityid 大学区分コード 1 : 国立大学法人 

2 : 公立大学 

3 : 私立大学 

4 : 高等専門学校 

5 : 大学校 

6 : その他学校機関 

corporationid 公益法人区分コード 1 : 財団法人 

2 : 社団法人 

affiliationid 所属 ID  

main_affiliationid 主所属 ID  

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 

is_job_mst 職名マスタにあるかどう

か 

0 =すべて 

1=職名マスタに存在しない職名はリストに 

表示されなくなる。 

sortorder ソート条件を指定する。デ

フォルトは 0 

0 =auto 

1=あいうえお順（日本語カナ） 

2=あいうえお順（英語氏名） 

3=職名順 

（職名を複数入力したい場合、カンマ区切 

りで入力すれば、その中で一番職階の高 

い順にソートされる。） 

appid アプリケーションキー API へのアクセスキー 
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1.3 レスポンス 
Content-Type： XML 形式  

 
第一タグ 第二タグ 第三タグ 第四タグ 属性 値 備考 

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

feed      <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  

xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearc

h/1.1/" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:rm="https://researchmap.jp/atom/1.1/" 

xml:lang="ja"> 

 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    検索結果 ID  

 opensearch:tot

alResults 

   総件数  

 opensearch:sta

rtIndex 

   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:ite

msPerPage 

   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=sea

rch 

  

  title   研究者名 <パラメータ> 

lang=jaの場合、研究者名（日本語）をセット 

lang=enの場合、研究者名（英語）をセット 

  id   研究者マイポータル

リンク 

 

  author     

   name  研究者名 <パラメータ> 

lang=jaの場合、研究者名（日本語）をセット 

lang=enの場合、研究者名（英語）をセット 

   rm:nameKana  研究者氏名（カナ） <パラメータ> 

lang=jaの場合のみセット 

   rm: anotherName  通称等の別名 <パラメータ> 

lang=jaの場合、研究者名（日本語）をセット 

lang=enの場合、研究者名（英語）をセット 

  link  href= Permalink  

  updated   最終更新日  
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第一タグ 第二タグ 第三タグ 第四タグ 属性 値 備考 

  summary   プロフィール <パラメータ> 

lang=ja の場合、プロフィール（日本語）をセッ

ト 

lang=enの場合、プロフィール（英語）をセット 

※４００バイトで文字列を区切る 

  dc:date   公開日(入会日)   

  rm:image   アバター画像(小) の

URI 

 

  rm:kakenid   科研費研究者番号  

  rm:affiliation   所属 <パラメータ> 

lang=jaの場合、所属（日本語）をセット 

lang=enの場合、所属（英語）をセット 

  rm:section   部署 <パラメータ> 

lang=jaの場合、部署（日本語）をセット 

lang=enの場合、部署（英語）をセット 

  rm:job   職名 <パラメータ> 

lang=jaの場合、職名（日本語）をセット 

lang=enの場合、職名（英語）をセット 

  rm:degree   学位 <パラメータ> 

lang=jaの場合、学位（日本語）をセット 

lang=enの場合、学位（英語）をセット 

  rm:detailLinks     

   rm:basic href= 「基本項目」出力先

リンク URL 

 

   rm:career href= 「経歴」出力先リン

ク URL 
 

   rm:prize href= 「受賞」出力先リン

ク URL 
 

   rm:conference href= 「講演・口頭発表等」

出力先リンク URL 
 

   rm:biblio href= 「書籍」出力先リン

ク URL 
 

   rm:researchKeyword href= 「研究キーワード」

出力先リンク URL 
 

   rm:researchArea href= 「研究分野」出力先

リンク URL 
 

   rm:academicSociety href= 「所属学協会」出力

先リンク URL 
 

   rm:teachingExperience href= 「担当経験のある科

目」出力先リンク URL 
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第一タグ 第二タグ 第三タグ 第四タグ 属性 値 備考 

   rm:paper href= 「論文」出力先リン

ク URL 
 

   rm:misc href= 「MISC」出力先リン

ク URL 
 

   rm:work href= 「作品」出力先リン

ク URL 
 

   rm:competitiveFund href= 「競争的資金」出力

先リンク URL 
 

   rm:other href= 「その他」出力先リ

ンク URL 
 

   rm:patent href= 「特許産業財産権」

出力先リンク URL 

 

   rm:academicBackground href= 「学歴」出力先リン

ク URL 

 

   rm:committeeCareer href= 「委員歴」出力先リ

ンク URL 

 

       

       

 

 

 


