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1. CSV 項目定義書について 

本定義書は、CSV 形式の各項目の説明です。 

JSON 形式の項目定義は、API 設計書を参照してください。 

※各項目の入力チェックやエラー内容についても、API 設計書を参照ください。 

※API 設計書： https://researchmap.jp/outline/v2api/v2API.pdf 

 

 

2. CSV ファイル作成時の注意点 

• CSV ファイルは文字コードを UTF-8 で作成してください。 

• 各ファイルの 1 行目に種別、2 行目にヘッダ情報、3 行目以降にデータを設定してください。 

  例： 委員歴ファイルの場合 

 

 

 

• 何も設定しない項目には、空白の代わりに文字列「null」を設定してください。 

• 「null」指定、または選択肢以外の指定をした項目は、 未設定 とします。 

• データとして「,」を利用する場合、「"」で囲ってください。 

  例："テスト,項目" と設定した場合、「テスト,項目」と登録されます。 

• データとして「"」を利用する場合、「"」でエスケープしてください（「""」となります）。その場合、「"」

で囲う必要があります。 

  例： "情報""テスト" と設定した場合、「情報"テスト」と登録されます。 

• 「複数入力可」と記載のある項目に複数入力する場合は、「[」、「]」で囲い「,」で区切り、「"」で囲っ

てください。さらにデータとして「,」を利用する場合、「¥」でエスケープしてください。 

  例："[aaa¥,aaa,bbb]" と設定した場合、「aaa,aaa」,「bbb」の２項目として扱われます。 

• データ中の改行は「¥n」としてください。 

  「researchers」の「プロフィール」のみ html が利用できますので、「<p></p>」等で囲い改行し

てください。 

• 年、年月、年月日は、「yyyy」、「yyyy-mm」、「yyyy-mm-dd」の書式で設定してください。 

• 研究者（researchers）の所属情報は、Web や JSON 形式では「主所属」と「その他の所属」とし

て複数登録することができますが、CSV 形式では「主所属」の情報のみ更新することができま

committee_memberships 

アクション名,アクションタイプ,類似業績マージ優先度,ID,年月(From),年月(To),・・・ 

insert,merge,null,245,2020-02,2020-12,researchmap 事務局,researchmap 事務局・・・ 

← 1 行目：各業績等の種別 

← 2 行目：各項目のヘッダ情報 

← 3 行目以降：データ 

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

 「その他の所属」を追加／更新する場合は、researchmap にログインして修正するか、JSON

形式にてインポートしてください。 

 ＜所属項目＞ 

 研究者（researchers） 

  ・所属（所属区分 

  ・所属名（日本語） 

  ・所属名（英語） 

  ・部署名（日本語） 

  ・部署名（英語） 

  ・職名（日本語） 

  ・職名（英語） 

  ・職階、称号（日本語） 

  ・称号（英語） 

  ・所属・部署 公開の有無 

  ・職名・称号 公開の有無 

• 研究者（researchers）の学位情報は、Web や JSON 形式では複数件登録することができます

が、CSV 形式で指定できるのは 1 件のみです。researchmap 既登録データに類似データがあ

ればマージ、なければ追加します。 

 ＜学位項目＞ 

 研究者（researchers） 

  ・学位名（日本語） 

  ・学位名（英語） 

  ・学位 授与機関（日本語） 

  ・学位 授与機関（英語） 

  ・学位 取得年月 

  ・学位 公開の有無 
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3. 項目定義 

3.1. 研究者情報の構成 

researchmap の研究者情報は、プロフィール情報と業績情報から成り立っています。  

➢ プロフィール情報は、アカウント情報と基本情報に分けられます。  

 アカウント情報とは、「アカウント設定」画面で設定できる非公開項目です。ログイン ID、 パス

ワード、権限、e メール、携帯メール、その他のメール、性別、生年月日、国籍・地域、 タイム

ゾーン、デフォルト表示言語が該当します。  

 基本情報とは、「基本情報」「所属」「学位」「プロフィール」画面で設定できる項目です。  

➢ 業績情報は、研究分野、論文、MISC、書籍等出版物など 19 種類の業績を登録できます。 

 

3.2. 公開・研究者のみに公開・非公開について 

researchmap の「公開の有無」は、以下の 3 種類が設定可能です。  

➢ 公開（disclosed） ：researchmap で公開  

➢ 研究者のみに公開（researchers_only）：researchmap にログインしたユーザのみに公開  

➢ 非公開（closed） ：researchmap で非公開 

 

アカウント情報の項目はすべて非公開です。researchmap で公開されない項目のため、取り扱いに 

はご注意ください。 

基本情報の「公開の有無」がある項目は、researchmap では「公開の有無」に従って公開されま 

す。「公開の有無」のない項目は非公開です。 

業績情報はレコード毎に「公開の有無」があり、researchmap では「公開の有無」に従って公開 

されます。 

※ 非公開の情報、研究者のみに公開の情報を取得した場合は、研究者総覧などにより機関外部へ公

開しないようお願いいたします。 
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3.3. 共通項目 

項 目 内 容 

アクション名

（※1） 

insert, delete, update からアクションを指定します。 

※必須 （但し、研究者権限でエラー! 参照元が見つかりません。エラー! 参照元が

見つかりません。（researchers）をインポートする場合には省略可能です） 

アクションタイプ

（※1） 
アクション名に対応したアクションタイプを指定します。 

類似業績マージ

優先度（※1） 
類似データマージを設定した場合に、更新データの優先度を指定します。 

削除理由（※1） 

アクション名に「delete」を設定した場合に、削除理由を指定します。 

CSV のエクスポートファイルに「削除理由」は出力されませんが、インポート時には

指定することができます。 

ID 研究者（researchers）では会員 ID、それ以外は各業績の業績 ID を指定します。 

会員 ID 
各業績で会員 ID を指定します。 

※機関担当者による更新時は必須 

公開の有無 

<選択肢> 

disclosed：公開（default） 

closed：非公開 

researchers_only：研究者のみ公開 

主要な業績かど

うか 

<選択肢> 

TRUE: 主要な業績 

FALSE: 主要な業績ではない（default） 

カスタム項目（※

2） 

機関毎に設定可能な項目。 

自機関のカスタム項目が「使用する」とされている場合のみ、利用可能となります。 

• 研究者権限でログイン後に CSV エクスポートしたファイルと、機関の権限でログイン後に CSV

エクスポートしたファイルと、共通項目の出力項目が異なります。 

o 研究者権限でエクスポートすると、エラー! 参照元が見つかりません。（researchers）

のアクション名、アクションタイプ、ID が省略されます。そのままインポートすると、アクシ

ョン名「insert」、アクションタイプ「merge」としてインポートされます。 

o 研究者権限でエクスポートすると、各業績の会員 ID が省略されます。 
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※1 アクションの種類 

項目名  
アクショ

ン名 
アクションタイプ 

類似業績 

マージ優先

度 

削除理由 説 明 

マージ（追加・更

新） 
insert merge   

指定ドキュメントを更新、なければ新規

登録します。 

id 指定なしで、追加・更新を行おうとし

ている会員の業績リスト中に類似ドキュ

メントがあった場合、エラーとなります。 

類似データマー

ジ（入力データ優

先） 

insert similar_merge input_data  

追加・更新を行おうとしている会員の業

績リスト中に類似ドキュメントがあった場

合、入力データを優先させ、類似ドキュ

メントとマージします。 

類似データマー

ジ（類似データ優

先） 

insert similar_merge similar_data  

追加・更新を行おうとしている会員の業

績リスト中に類似ドキュメントがあった場

合、類似ドキュメントを優先させ、入力デ

ータとマージします。 

入力データ強制

追加 
insert force   

類似ドキュメントがあった場合でも、強

制的に追加登録します。ただし、類似ド

キュメントが機関以外（本人相当）によっ

て登録／更新されている場合は、追加

することができません。 

削除（自分のも

の） 
delete   mine 

指定ドキュメントを削除します。 

※ID 指定必須 

※論文、MISC のみ削除理由を指定で

きます。 

削除（自分のも

のではない） 
delete   not_mine 

指定ドキュメントを削除します。 

※ID 指定必須 

※論文、MISC のみ削除理由を指定で

きます。 

（部分）更新 update doc   

指定ドキュメントを更新、なければエラ

ーとします。 

※ID 指定必須 

• 必ずアクション名を指定し、アクション名に応じたアクションタイプ、類似業績マージ優先度、削除

理由を指定します。 

• 「アクションタイプ：similar_merge」は、研究者（researchers）に指定することはできません。 

• 「アクションタイプ：force」は、研究者（researchers）、研究キーワード（research_interests）、研

究分野（research_areas）に指定することはできません。 
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• 指定ドキュメントとは・・・ 

 id の指定があり、researchmap に id の一致するデータが存在した場合、それを指定ドキュメ

ントとします。 

• 類似ドキュメントとは・・・ 

 researchmap に類似する業績が見つかった場合、それを類似ドキュメントとします。 

 

※2 カスタム項目 

カスタム項目は、機関の担当者が独自にカスタマイズした項目を、研究者の基本情報や各業績に設定し

て利用する項目です。 

機関担当者が、「自機関カスタム項目管理」画面にて自機関のカスタム項目を「使用する」と設定した基

本情報や各業績において、機関担当者によるインポート／エクスポートでカスタム項目が利用できます。 

※カスタム項目の設定時、研究者へ閲覧、編集を許可した場合には、研究者のインポート／エクスポー

トでもカスタム項目が利用できます。 

以下は、自機関カスタム項目管理で「基本項目」に「テキスト」を設定した場合の、CSV エクスポートの出

力例です。 

＜自機関カスタム項目管理＞ 
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＜CSV エクスポート＞ 

カスタム項目の日本語データに”JST0001_ja”、英語データに”JST0001_en”を登録した例です。 

ヘッダ行には、”custom_items”配下に自機関カスタム項目管理で設定したラベル名が出力されます。 

 

※カスタム項目の詳細は、利用マニュアルを参照してください。 

https://guide.researchmap.jp/index.php/Researchmap 利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機

関カスタム項目管理 

  

https://guide.researchmap.jp/index.php/Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関カスタム項目管理
https://guide.researchmap.jp/index.php/Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関カスタム項目管理
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3.4. 研究者 

1 行目: researchers 

項 目 内 容 

パーマリンク 
新規登録時のみ設定可（新規登録時に未設定だと、自動生成された文字列

が登録される） 

ログイン ID 
新規登録時のみ設定可（新規登録時に未設定だと、自動生成された文字列

が登録される） 

パスワード 新規登録時に未設定だと、自動生成された文字列が登録される 

使用中のパスワード パスワードを指定するときは、現在使用中のパスワードを入力 

権限 

新規登録時のみ設定可 

<選択肢> 

researcher：研究者（default） 

support_clerk_and_student：研究支援事務員・修士課程以下の学生 

assistant：代理人 

e メール ※必須 

e メール受信可否 

<選択肢> 

FALSE：受け取らない 

TRUE：受け取る（default） 

携帯メール  

携帯メール受信可否 

<選択肢> 

FALSE：受け取らない 

TRUE：受け取る（default） 

その他のメール  

その他のメール受信可

否 

<選択肢> 

FALSE：受け取らない 

TRUE：受け取る（default） 

性別 

※必須 

<選択肢> 

male：男 

female：女 

other：その他 

性別 公開の有無 

<選択肢> 

closed：情報を提供しない（非公開） 

※一定期間後、廃止予定 

生年月日 ※必須 

没年月日 更新不可 

タイムゾーン <選択肢> 
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Asia/Tokyo： アジア／東京 

上記以外は、タイムゾーン一覧（*）を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/Timezone.pdf 

デフォルト表示言語 

<選択肢> 

null: 自動（default） 

jpn: 日本語 

eng: 英語 

姓(日本語) ※必須 

姓(カナ)  

姓(英語) ※必須 

名(日本語) ※必須 

名(カナ)  

名(英語) ※必須 

氏名(カナ) 公開の有

無 

 

通称等の別名(日本

語) 
※複数入力可 

通称等の別名(英語) ※複数入力可 

通称等の別名 公開の

有無 

 

論文上での記載著者

名 
※複数入力可 

アバター 更新不可 

アバター 公開の有無 

<選択肢> 

disclosed：公開 

researchers_only：研究者のみ公開 

国籍・地域 

<選択肢> 

JPN：日本 

上記以外は、国・地域コード一覧（*）を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf 

公開用メールアドレス  

公開用メールアドレス 

公開の有無 

<選択肢> 

disclosed：公開 

researchers_only：研究者のみ公開 

所属区分 

※研究者権限でインポートする場合は必須 

<選択肢> 

「大学，高等専門学校，研究開発法人，政府系研究機関等」の場合 

general_full_time_researcher：常勤研究者 

general_full_time_staff：常勤職員(URA 等) 

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/Timezone.pdf
https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf
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general_part_time_researcher：非常勤研究員，職員 

general_doctoral_researcher：博士研究員(ポスドク) 

general_doctoral_course：学生(博士課程) 

general_masters_course：学生(修士課程) 

general_undergraduate：学生(学部) 

general_others：その他 

 

「大学，高等専門学校，研究開発法人，政府系研究機関等」以外 

company：企業 

government：政府，地方自治体 

npo_ngo：NPO，NGO 

independent_researcher：独立系研究者 

others：その他 

所属名(日本語) ※日英いずれかは必須 

所属名(英語) ※日英いずれかは必須 

部署名(日本語)  

部署名(英語)  

職名(日本語)  

職名(英語)  

職階 

※研究者権限でインポートする場合は必須 

<選択肢> 

executive：機関の長相当 

prof_lv：教授相当 

associate_prof_lecturer_lv：准教授・常勤専任講師相当 

assistant_prof_lv：助教相当 

researcher_postdoc_lv：研究員・ポスドク相当 

lecturer：非常勤講師相当 

research_assistance：研究・教育補助者相当 

research_admin：研究管理者相当 

r_d_engineer：研究開発・技術者相当 

curator：司書・学芸員相当 

expert_etc：医師・看護士・弁護士等の専門家相当 

teacher：専門学校・小中高等の教員相当 

communicator：コミュニケーター相当 

others：その他 

称号(日本語)  

称号(英語)  

所属・部署 公開の有

無 

 



11 

 

職名・称号 公開の有

無 

 

学位名(日本語)  

学位名(英語)  

学位 授与機関(日本

語) 

 

学位 授与機関(英語)  

学位 取得年月  

学位 公開の有無  

プロフィール(日本語)  

プロフィール(英語)  

プロフィール 公開の

有無 

<選択肢> 

disclosed：公開 

researchers_only：研究者のみ公開 

URL(日本語)  

URL(英語)  

URL 公開の有無  

研究者番号  

研究者番号 公開の有

無 

 

ORCID ID 更新不可 

ORCID ID 公開の有

無 

 

Researcher ID  

Researcher ID 公開

の有無 

 

J-Global ID 更新不可 

J-Global ID 公開の有

無 
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3.5. 研究キーワード 

1 行目: research_interests 

項 目 内 容 

キーワード(日本語) ※日英いずれかは必須 

キーワード(英語) ※日英いずれかは必須 
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3.6. 研究分野 

1 行目: research_areas 

項 目 内 容 

大分類番号 

※日英いずれかは必須 

大分類コードを入力して下さい。大分類コードについては、研究分野コード表（*）

を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/area/rmapV2_ResearchArea.pdf 

小分類番号 

※日英いずれかは必須 

小分類コードを入力して下さい。小分類コードについては、研究分野コード表（*）

を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/area/rmapV2_ResearchArea.pdf 

大分類名(日本語) 更新不可 

大分類名(英語) 更新不可 

小分類名(日本語) 更新不可 

小分類名(英語) 更新不可 

キーワード(日本語)  

キーワード(英語)  

大分類名、小分類名も記載できますが、インポート時には無視されます。 

 

  

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/area/rmapV2_ResearchArea.pdf
https://researchmap.jp/outline/rmapv2/area/rmapV2_ResearchArea.pdf
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3.7. 経歴 

1 行目: research_experience 

項 目 内 容 

年月(From)  

年月(To) ※「9999」を指定すると「現在」となります。 

所属(日本語) ※日英いずれかは必須 

所属(英語) ※日英いずれかは必須 

部署(日本語)  

部署(英語)  

職名(日本語)  

職名(英語)  

職階 

<選択肢> 

executive：機関の長相当 

prof_lv：教授相当 

associate_prof_lecturer_lv：准教授・常勤専任講師相当 

assistant_prof_lv：助教相当 

researcher_postdoc_lv：研究員・ポスドク相当 

lecturer：非常勤講師相当 

research_assistance：研究・教育補助者相当 

research_admin：研究管理者相当 

r_d_engineer：研究開発・技術者相当 

curator：司書・学芸員相当 

expert_etc：医師・看護士・弁護士等の専門家相当 

teacher：専門学校・小中高等の教員相当 

communicator：コミュニケーター相当 

others：その他 

称号(日本語)  

称号(英語)  

備考(日本語)  

備考(英語)  

国・地域 

<選択肢> 

JPN：日本 

上記以外は、国・地域コード一覧（*）を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf 

  

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf
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3.8. 学歴 

1 行目: education 

項 目 内 容 

年月(From)  

年月(To) ※「9999」を指定すると「現在」となります。 

学校名(日本語) ※日英いずれかは必須 

学校名(英語) ※日英いずれかは必須 

学部・研究科等(日本語)  

学部・研究科等(英語)  

学科等(日本語)  

学科等(英語)  

備考(日本語)  

備考(英語)  

国・地域 

<選択肢> 

JPN: 日本 

上記以外は、国・地域コード一覧（*）を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf 

 

  

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf
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3.9. 委員歴 

1 行目: committee_memberships 

項 目 内 容 

年月(From)  

年月(To) ※「9999」を指定すると「現在」となります。 

委員名(日本語) ※日英いずれかは必須 

委員名(英語) ※日英いずれかは必須 

団体名(日本語)  

団体名(英語)  

特記事項(日本語)  

特記事項(英語)  

団体区分 

<選択肢> 

society：学協会 

government：政府 

autonomy：自治体 

others：その他 
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3.10. 受賞 

1 行目: awards 

項 目 内 容 

賞名(日本語) ※日英いずれかは必須 

賞名(英語) ※日英いずれかは必須 

受賞者・グループ(日本語) ※複数入力可 

受賞者・グループ(英語) ※複数入力可 

タイトル(日本語)  

タイトル(英語)  

授与機関(日本語)  

授与機関(英語)  

概要(日本語)  

概要(英語)  

受賞年月  

受賞区分 

<選択肢> 

international_academic_award：国内外の国際的学術賞 

international_society：国際学会・会議・シンポジウム等の賞 

japan_society：国内学会・会議・シンポジウム等の賞 

official_journal：学会誌・学術雑誌による顕彰 

publisher：出版社・新聞社・財団等の賞 

others：その他の賞 

受賞国・地域 

<選択肢> 

JPN：日本 

上記以外は、国・地域コード一覧（*）を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf 

URL  

 

  

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf
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3.11. 論文 

1 行目: published_papers 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

著者(日本語) ※複数入力可 

著者(英語) ※複数入力可 

担当区分 

※複数入力可 

<選択肢> 

lead：筆頭著者 

last：ラスト(シニア)オーサー 

corresponding：責任著者 

複数入力する場合は、「,」で区切って下さい。 

概要(日本語)  

概要(英語)  

出版者・発行元(日本語)  

出版者・発行元(英語)  

出版年月 ※必須 

誌名(日本語)  

誌名(英語)  

巻  

号  

開始ページ  

終了ページ  

記述言語 

<選択肢> 

jpn：日本語 

eng：英語 

上記以外は、言語コード一覧を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf 

査読の有無 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE：査読なし 

TRUE：査読あり 

招待の有無 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE：招待なし 

TRUE：招待あり 

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf
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掲載種別 

<選択肢> 

scientific_journal：研究論文（学術雑誌） 

international_conference_proceedings：研究論文（国際会議プロシ

ーディングス） 

research_institution：研究論文（大学，研究機関等紀要） 

symposium：研究論文（研究会，シンポジウム資料等） 

research_society：研究論文（その他学術会議資料等） 

in_book: 論文集(書籍)内論文 

master_thesis：学位論文（修士） 

doctoral_thesis：学位論文（博士） 

others：学位論文（その他） 

国際・国内誌 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE：国内誌 

TRUE：国際誌 

国際共著 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE：国際共著していない 

TRUE：国際共著している 

DOI ※複数入力可 

ISSN ※複数入力可 

eISSN ※複数入力可 

URL  

URL2  
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3.12. MISC 

1 行目: misc 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

著者(日本語) ※複数入力可 

著者(英語) ※複数入力可 

担当区分 

※複数入力可 

<選択肢> 

lead：筆頭著者 

last：ラスト(シニア)オーサー 

corresponding：責任著者 

複数入力する場合は、「,」で区切って下さい。 

概要(日本語)  

概要(英語)  

出版者・発行元(日本語)  

出版者・発行元(英語)  

出版年月 ※必須 

誌名(日本語)  

誌名(英語)  

巻  

号  

開始ページ  

終了ページ  

記述言語 

<選択肢> 

jpn：日本語 

eng：英語 

上記以外は、言語コード一覧を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf 

査読の有無 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE：査読なし 

TRUE：査読あり 

招待の有無 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE：招待なし 

TRUE：招待あり 

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf
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掲載種別 

<選択肢> 

report_scientific_journal：速報，短報，研究ノート等（学術雑誌） 

report_research_institution：速報，短報，研究ノート等（大学，研究

機関紀要） 

summary_international_conference：研究発表ペーパー・要旨（国

際会議） 

summary_national_conference：研究発表ペーパー・要旨（全国大

会，その他学術会議） 

technical_report：機関テクニカルレポート，技術報告書，プレプリント

等 

introduction_scientific_journal：記事・総説・解説・論説等（学術雑

誌） 

introduction_international_proceedings：記事・総説・解説・論説等

（国際会議プロシーディングズ） 

introduction_research_institution：記事・総説・解説・論説等（大学・

研究所紀要） 

introduction_commerce_magazine：記事・総説・解説・論説等（商業

誌、新聞、ウェブメディア） 

introduction_other：記事・総説・解説・論説等（その他） 

lecture_materials：講演資料等（セミナー，チュートリアル，講習，講

義他） 

book_review：書評論文,書評,文献紹介等 

meeting_report：会議報告等 

others：その他 

国際・国内誌 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE: 国内誌 

TRUE: 国際誌 

国際共著 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE: 国際共著していない 

TRUE: 国際共著している 

DOI ※複数入力可 

ISSN ※複数入力可 

eISSN ※複数入力可 

URL  

URL2  
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3.13. 書籍等出版物 

1 行目: books_etc 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

担当区分 

<選択肢> 

single_work：単著 

joint_work：共著 

single_translation：単訳 

joint_translation：共訳 

editor：編者(編著者) 

joint_editor：共編者(共編著者) 

supervisor：監修 

contributor：分担執筆 

editing_translation：編訳 

compilation：編纂 

others：その他 

著者(翻訳者)(日本語) ※複数入力可 

著者(翻訳者)(英語) ※複数入力可 

原著者(日本語) ※複数入力可 

原著者(英語) ※複数入力可 

担当範囲(日本語)  

担当範囲(英語)  

出版者・発行元(日本語)  

出版者・発行元(英語)  

概要(日本語)  

概要(英語)  

出版年月  

総ページ数  

担当ページ  

記述言語 

<選択肢> 

jpn：日本語 

eng：英語 

上記以外は、言語コード一覧を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf 

査読の有無 <選択肢> 

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf
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null：未設定（default） 

FALSE：査読なし 

TRUE：査読あり 

著書種別 

<選択肢> 

scholarly_book：学術書 

dictionary_or_encycropedia：事典・辞書 

textbook：教科書・概説・概論 

report：調査報告書 

general_book：一般書・啓蒙書 

musical_material：音楽資料 

film_or_video：映像 

image_material：画像 

phonetic_material：音声 

map：地図 

others：その他 

国際共著 

<選択肢> 

null：未設定（default） 

FALSE：国際共著していない 

TRUE：国際共著している 

DOI ※複数入力可 

ISBN ※複数入力可 

URL  

URL2  
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3.14. 講演・口頭発表等 

1 行目: presentations 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

講演者(日本語) ※複数入力可 

講演者(英語) ※複数入力可 

会議名(日本語)  

会議名(英語)  

発表年月日  

開催年月日(From)  

開催年月日(To)  

招待の有無 

<選択肢> 

null: 未設定（default） 

FALSE : 無し 

TRUE : 有り 

記述言語 

<選択肢> 

jpn：日本語 

eng：英語 

上記以外は、言語コード一覧を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf 

会議種別 

<選択肢> 

oral_presentation：口頭発表（一般） 

invited_oral_presentation：口頭発表（招待・特別） 

keynote_oral_presentation：口頭発表（基調） 

poster_presentation：ポスター発表 

public_symposium：シンポジウム・ワークショップ パネル（公募） 

nominated_symposium：シンポジウム・ワークショップ パネル（指

名） 

public_discourse：公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義

等 

media_report：メディア報道等 

others：その他 

主催者(日本語)  

主催者(英語)  

開催地(日本語)  

開催地(英語)  

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/LanguageCode.pdf
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国・地域 

<選択肢> 

JPN：日本 

上記以外は、国・地域コード一覧（*）を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf 

概要(日本語)  

概要(英語)  

国際・国内会議 

<選択肢> 

null：未設定（default） 

FALSE：国内会議 

TRUE：国際会議 

国際共著 

<選択肢> 

null：未設定（default） 

FALSE：国際共著していない 

TRUE：国際共著している 

URL  

URL2  

 

  

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf
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3.15. 担当経験のある科目（授業） 

1 行目: teaching_experience 

項 目 内 容 

科目(日本語) ※日英いずれかは必須 

科目(英語) ※日英いずれかは必須 

機関名(日本語)  

機関名(英語)  

年月(From)  

年月(To) ※「9999」を指定すると「現在」となります。 

概要(日本語)  

概要(英語)  

科目区分 

<選択肢> 

undergraduate_liberal_arts：学部教養科目 

undergraduate_special_subjects：学部専門科目 

graduate_school_liberal_arts_course：大学院教養科目 

postgraduate_courses：大学院専門科目 

others：その他 

国・地域 

<選択肢> 

JPN：日本 

上記以外は、国・地域コード一覧（*）を参照してください。 

* https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf 

URL  

 

  

https://researchmap.jp/outline/rmapv2/code/CountryCode.pdf
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3.16. 所属学協会 

1 行目: association_memberships 

項 目 内 容 

所属学協会名(日本語) ※日英いずれかは必須 

所属学協会名(英語) ※日英いずれかは必須 

年月(From)  

年月(To) ※「9999」を指定すると「現在」となります。 

URL  
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3.17. Works（作品等） 

1 行目: works 

項 目 内 容 

作品名(日本語) ※日英いずれかは必須 

作品名(英語) ※日英いずれかは必須 

発表者(日本語) ※複数入力可 

発表者(英語) ※複数入力可 

作品分類 

<選択肢> 

artistic_activity：芸術活動 

architectural_works：建築作品 

software：コンピュータソフト 

database：データベース 

web_service：Web サービス 

educational_materials：教材 

others：その他 

年月(From)  

年月(To) ※「9999」を指定すると「現在」となります。 

発表場所(日本語)  

発表場所(英語)  

発表内容(日本語)  

発表内容(英語)  

国際共著 

<選択肢> 

null：未設定（default） 

FALSE：国際共著していない 

TRUE：国際共著している 

DOI ※複数入力可 

URL  

URL2  
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3.18. 共同研究・競争的資金等の研究課題 

1 行目: research_projects 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

担当研究者(日本語) ※複数入力可 

担当研究者(英語) ※複数入力可 

提供機関(日本語)  

提供機関(英語)  

制度名(日本語)  

制度名(英語)  

研究種目(日本語)  

研究種目(英語)  

研究機関名(日本語)  

研究機関名(英語)  

研究期間(From)  

研究期間(To)  

担当区分 

<選択肢> 

principal_investigator：研究代表者 

coinvestigator：研究分担者 

coinvestigator_not_use_grants：連携研究者 

others：その他 

配分額(総額)  

配分額(直接経費)  

配分額(間接経費)  

研究概要(日本語)  

研究概要(英語)  

資金種別 

<選択肢> 

competitive_research_funding：競争的資金 

industry_academia_cooperation：産学連携による資金 

others：その他 

国際共著 

<選択肢> 

FALSE：国際共著していない 

TRUE：国際共著している 

課題番号 ※複数入力可 

URL  
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3.19. 産業財産権 

1 行目: industrial_property_rights 

項 目 内 容 

産業財産権の種類 

※必須 

<選択肢> 

patent_right：特許権 

utility_model_right：実用新案権 

design_right：意匠権 

trademark: 商標権 

産業財産権名(日本語) ※日英いずれかは必須 

産業財産権名(英語) ※日英いずれかは必須 

発明者/考案者/創作者(日本

語) 
※複数入力可 

発明者/考案者/創作者(英語) ※複数入力可 

出願番号 
※出願番号、公開番号、公表番号、特許番号/登録番号いずれかは

必須 

出願日  

出願人(機関)(日本語) ※複数入力可 

出願人(機関)(英語) ※複数入力可 

公開番号 
※出願番号、公開番号、公表番号、特許番号/登録番号いずれかは

必須 

公開日  

公表番号 
※出願番号、公開番号、公表番号、特許番号/登録番号いずれかは

必須 

公表日  

特許番号/登録番号 
※出願番号、公開番号、公表番号、特許番号/登録番号いずれかは

必須 

登録日  

発行日  

権利者(日本語)  

権利者(英語)  

出願国 

※複数入力可 

<選択肢> 

domestic：国内 

foreign：外国 

pct：特許協力条約より出願 

複数入力する場合は、「,」で区切って下さい。 
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取得国 

※複数入力可 

<選択肢> 

以下を配列で複数登録できる。 

domestic：国内 

foreign：外国 

複数入力する場合は、「,」で区切って下さい。 

概要(日本語)  

概要(英語)  

URL  
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3.20. 学術貢献活動 

1 行目: academic_contribution 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

種別 

<選択肢> 

academic_society_etc：学会・研究会等 

competition_etc：大会・シンポジウム等 

exhibition：展覧会 

review：審査・学術的助言 

academic_research：学術調査 

peer_review_etc：査読等 

cultural_property_protection：文化財保護 

others：その他 

役割 

※必須 

※複数入力可 

<選択肢> 

planning_etc：企画立案・運営等 

panel_chair_etc：パネル司会・セッションチェア等 

supervision：監修 

review：審査・評価 

academic_research_planning：学術調査立案・実施 

peer_review：査読 

save_or_restore：保存・修復 

others：その他 

複数入力する場合は、「,」で区切って下さい。 

主催者・責任者(日本語)  

主催者・責任者(英語)  

実施年月日(From)  

実施年月日(To)  

場所(日本語)  

場所(英語)  

国際学術貢献 

<選択肢> 

null：未設定（default） 

FALSE：国際学術貢献にあたらない 

TRUE：国際学術貢献している 

URL  
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概要(日本語)  

概要(英語)  
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3.21. 社会貢献活動 

1 行目: social_contribution 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

役割 

※必須 

※複数入力可 

<選択肢> 

appearance：出演 

panelist：パネリスト 

commentator：コメンテーター 

presenter：司会 

coverage_cooperation：取材協力 

chief：編集長 

interviewer：インタビュアー 

editor：編集 

lecturer：講師 

advisor：助言・指導 

informant：情報提供 

planner：企画 

organizing_member：運営参加・支援 

demonstrator：実演 

investigator：調査担当 

report_writing：報告書執筆 

contribution：寄稿 

others：その他 

複数入力する場合は、「,」で区切って下さい。 

主催者・発行元(日本語)  

主催者・発行元(英語)  

イベント・番組・新聞雑誌名(日

本語) 
 

イベント・番組・新聞雑誌名(英

語) 
 

年月日(From)  

年月日(To)  

場所・掲載箇所(日本語)  

場所・掲載箇所(英語)  
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種別 

<選択肢> 

media_report：テレビ・ラジオ番組 

paper：新聞・雑誌 

internet：インターネット 

pr：会誌・広報誌 

lecture：講演会 

seminar：セミナー・ワークショップ 

festival：フェスティバル 

qualification_seminar：資格認定講習 

visiting_lecture：出前授業 

research_advise：研究指導 

open_college：施設一般公開 

science_cafe：サイエンスカフェ 

meeting: 対話型集会・市民会議 

investigation: 調査 

others: その他 

対象 

※複数入力可 

<選択肢> 

infants：幼稚園以下 

schoolchildren：小学生 

junior_high_school_students：中学生 

high_school_students：高校生 

college_students：大学生 

graduate_students：大学院生 

teachers：教育関係者 

guardians：保護者 

researchers：研究者 

general：社会人・一般 

scientific_organization：学術団体 

company：企業 

civic_organization：市民団体 

governmental_agency：行政機関 

media：メディア 

others：その他 

複数入力する場合は、「,」で区切って下さい。 

概要(日本語)  

概要(英語)  

URL  
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3.22. メディア報道 

1 行目: media_coverage 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

執筆者 

<選択肢> 

myself ：本人 

other_than_myself：本人以外 

発行元・放送局(日本語)  

発行元・放送局(英語)  

番組・新聞雑誌名(日本語)  

番組・新聞雑誌名(英語)  

報道年月  

掲載箇所(日本語)  

掲載箇所(英語)  

種別 

<選択肢> 

media_report：テレビ・ラジオ番組 

paper：新聞・雑誌 

internet：インターネットメディア 

pr：会誌・広報誌 

others：その他 

概要(日本語)  

概要(英語)  

URL  
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3.23. その他 

1 行目: others 

項 目 内 容 

タイトル(日本語) ※日英いずれかは必須 

タイトル(英語) ※日英いずれかは必須 

年月(From)  

年月(To) ※「9999」を指定すると「現在」となります。 

内容(日本語)  

内容(英語)  
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3.24. 代理人 

1 行目: assistants 

項 目 内 容 

アクション名 「insert」、「delete」のいずれか 

ID 該当 rmap 会員 ID 

代理人 ID 代理人に設定するアカウントの会員 ID 

 

• 機関の権限でのみ、代理人をインポート／エクスポートすることができます。 

 


