
○指標１－１ ○指標１－２ 
科研費の研究者当たりの採択数 科研費の若手種目の新規採択率

【国立大学】 【国立大学】
北海道大学 北海道大学
東北大学 東北大学
筑波大学 筑波大学
群馬大学 千葉大学
埼玉大学 東京大学
千葉大学 東京医科歯科大学
東京大学 東京農工大学
東京医科歯科大学 東京工業大学
東京農工大学 お茶の水女子大学
東京工業大学 電気通信大学
新潟大学 一橋大学
金沢大学 名古屋大学
静岡大学 豊橋技術科学大学
名古屋大学 京都大学
名古屋工業大学 大阪大学
豊橋技術科学大学 奈良女子大学
京都大学 岡山大学
大阪大学 広島大学
神戸大学 九州大学
奈良女子大学 奈良先端科学技術大学院大学
岡山大学
広島大学 【公立大学】
山口大学 首都大学東京
徳島大学 静岡県立大学
九州大学
九州工業大学 【私立大学】
熊本大学 慶應義塾大学
奈良先端科学技術大学院大学 上智大学

法政大学
【公立大学】 早稲田大学

首都大学東京 立命館大学
静岡県立大学 関西学院大学
大阪府立大学

【大学共同利用機関法人】
【大学共同利用機関法人】 自然科学研究機構

自然科学研究機構 人間文化研究機構
情報・システム研究機構

15位の値：0.50件 15位の値：39.4%
30位の値：0.43件 30位の値：35.2%

※同率30位までの機関を掲載するため、各指標につき、30を超える機関を掲載している場合が
　ある。

平成25年度研究大学強化促進事業におけるヒアリング対象機関選定のための指標の結果
～各指標における上位30機関及び15位・30位機関の値～

※同率順位のため、15位・30位がない場合は、その前の順位の機関の値を示す。



○指標１－３ ○指標１－４
科研費の研究者当たりの配分額

【国立大学】 【国立大学】
北海道大学 北海道大学
東北大学 東北大学
筑波大学 筑波大学
千葉大学 埼玉大学
東京大学 千葉大学
東京医科歯科大学 東京大学
東京農工大学 東京外国語大学
東京工業大学 お茶の水女子大学
一橋大学 一橋大学
長岡技術科学大学 金沢大学
金沢大学 名古屋大学
名古屋大学 京都大学
名古屋工業大学 大阪大学
豊橋技術科学大学 神戸大学
京都大学 岡山大学
大阪大学 広島大学
神戸大学 愛媛大学
岡山大学 九州大学
広島大学
徳島大学 【公立大学】
九州大学 首都大学東京
九州工業大学
熊本大学 【私立大学】
北陸先端科学技術大学院大学 慶應義塾大学
奈良先端科学技術大学院大学 昭和女子大学

大東文化大学
【公立大学】 中央大学

首都大学東京 東洋大学
大阪府立大学 日本大学

法政大学
【大学共同利用機関法人】 立教大学

自然科学研究機構 早稲田大学
高エネルギー加速器研究機構 愛知学院大学
情報・システム研究機構 同志社大学

立命館大学
関西大学

【大学共同利用機関法人】
人間文化研究機構

15位の値：1,368千円 15位の値：15件
30位の値：947千円 29位の値：9件

科研費「研究成果公開促進費（学術図
書）」の採択数



○指標１－５ ○指標１－６
拠点形成事業の採択数

【国立大学】 【国立大学】
北海道大学 北海道大学
東北大学 東北大学
筑波大学 筑波大学
群馬大学 埼玉大学
千葉大学 千葉大学
東京大学 東京大学
東京医科歯科大学 東京医科歯科大学
東京外国語大学 東京農工大学
東京工業大学 東京工業大学
お茶の水女子大学 電気通信大学
一橋大学 新潟大学
横浜国立大学 山梨大学
新潟大学 静岡大学
名古屋大学 名古屋大学
京都大学 名古屋工業大学
大阪大学 京都大学
神戸大学 大阪大学
鳥取大学 神戸大学
岡山大学 岡山大学
広島大学 広島大学
愛媛大学 徳島大学
九州大学 愛媛大学
長崎大学 九州大学
熊本大学 九州工業大学
政策研究大学院大学 熊本大学

奈良先端科学技術大学院大学
【私立大学】

慶應義塾大学 【公立大学】
明治大学 名古屋市立大学
早稲田大学 大阪府立大学
同志社大学 兵庫県立大学
立命館大学

【私立大学】
慶應義塾大学
早稲田大学
立命館大学
近畿大学

【大学共同利用機関法人】
自然科学研究機構
情報・システム研究機構

15位の値：10件 13位の値：12件
24位の値：4件 30位の値：4件

戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ
創出）の採択数



○指標２－１ ○指標２－２

【国立大学】 【国立大学】
東北大学 岩手大学
筑波大学 東北大学
千葉大学 茨城大学
東京大学 筑波大学
東京医科歯科大学 埼玉大学
東京工業大学 東京大学
電気通信大学 東京工業大学
金沢大学 電気通信大学
信州大学 新潟大学
浜松医科大学 富山大学
名古屋大学 信州大学
滋賀医科大学 名古屋大学
京都大学 京都大学
大阪大学 大阪大学
神戸大学 岡山大学
岡山大学 広島大学
広島大学 愛媛大学
高知大学 高知大学
佐賀大学 佐賀大学
奈良先端科学技術大学院大学 宮崎大学
総合研究大学院大学 琉球大学

北陸先端科学技術大学院大学
【公立大学】 総合研究大学院大学

首都大学東京
横浜市立大学 【公立大学】
大阪市立大学 首都大学東京
和歌山県立医科大学 大阪市立大学

【私立大学】 【私立大学】
慶應義塾大学 東海大学
順天堂大学 早稲田大学
東京女子医科大学
東京理科大学 【大学共同利用機関法人】
早稲田大学 自然科学研究機構
藤田保健衛生大学 高エネルギー加速器研究機構
産業医科大学 情報・システム研究機構

【大学共同利用機関法人】
自然科学研究機構
高エネルギー加速器研究機構
情報・システム研究機構

15位の値：10.3% 15位の値：27.4%
29位の値：9.1% 30位の値：25.0%

論文数における国際共著論文の割合論文におけるＴＯＰ１０％論文数の割合
（Ｑ値）



○指標３－１ ○指標３－２

【国立大学】 【国立大学】
北海道大学 北海道大学
室蘭工業大学 東北大学
東北大学 群馬大学
筑波大学 東京大学
千葉大学 東京医科歯科大学
東京大学 東京農工大学
東京農工大学 東京工業大学
東京工業大学 電気通信大学
東京海洋大学 富山大学
長岡技術科学大学 金沢大学
富山大学 信州大学
名古屋大学 名古屋大学
名古屋工業大学 名古屋工業大学
三重大学 豊橋技術科学大学
滋賀医科大学 京都大学
京都大学 大阪大学
大阪大学 広島大学
神戸大学 山口大学
岡山大学 愛媛大学
広島大学 高知大学
徳島大学 九州大学
九州大学 熊本大学
九州工業大学 奈良先端科学技術大学院大学
宮崎大学

【公立大学】
【公立大学】 秋田県立大学

首都大学東京 名古屋市立大学
横浜市立大学 大阪府立大学

【私立大学】 【私立大学】
北里大学 酪農学園大学
慶應義塾大学 埼玉医科大学
芝浦工業大学 北里大学
東京農業大学 慶應義塾大学
東京理科大学 日本大学
早稲田大学 日本医科大学
金沢工業大学 明治大学
中部大学 金沢工業大学
豊田工業大学 岡山理科大学
近畿大学

【大学共同利用機関法人】
情報・システム研究機構

受入額15位の値：1,345,296千円 収入額15位の値：47,342千円
受入額30位の値：751,081千円 収入額30位の値：22,081千円
伸び率15位の値：16.6% 伸び率15位の値：205.9%
伸び率30位の値：2.5% 伸び率30位の値：74.9%

技術移転状況（特許権実施等収入額及び
これまでの伸び率）

研究開発状況（民間企業との共同研究・
受託研究受入実績額及びこれまでの伸び
率）


