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研
究

※出典：トムソン・ロイター社のプレスリリース「論文の引用動向からみる日本の研究機関ランキングを発表」より
なお、当データは同社のデータベース「Essential Science IndicatorsSM」に収録されている世界の研究機関情報から、

○○日本のデータを抽出・再集計し、論文の総被引用数順に並べたものである。

12.研究論文
12-1.論文の引用動向からみる日本の研究機関ランキング
神戸大学の2002年1月から2012年12月の11年間の論文被引用数
は国内で19位、世界で382位にランクインしている。

※注：「12.研究論文」に関しては、自然科学・生命医学系の学術論文を中心に集計したデータである。
学問分野によって論文作成の在り方が異なることもあり、論文数・被引用数だけで大学の研究活動を評価できるもの

○○ではないことに留意が必要である。

順位 世界順位 機関名 被引用数 論文数 平均被引用数

1 17  東京大学 1,190,750 78,420 15.18

2 35  京都大学 829,201 57,581 14.40

3 47  大阪大学 685,095 47,523 14.42

4 59  （独）科学技術振興機構 601,105 28,424 21.15

5 77  東北大学 543,629 46,469 11.70

6 114  （独）理化学研究所 423,587 21,767 19.46

7 133  名古屋大学 388,409 30,071 12.92

8 146  九州大学 359,697 31,530 11.41

9 150  （独）産業技術総合研究所 347,738 27,699 12.55

10 162  北海道大学 333,882 30,833 10.83

11 191  東京工業大学 296,097 26,142 11.33

12 251  筑波大学 233,051 19,401 12.01

13 320  広島大学 188,640 17,263 10.93

14 321  慶應義塾大学 187,544 15,609 12.02

15 350  自然科学研究機構 167,649 9,087 18.45

16 356  千葉大学 163,612 13,349 12.26

17 362  岡山大学 162,382 14,706 11.04

18 381  （独）物質･材料研究機構 148,255 13,534 10.95

19 382  神戸大学 148,228 13,224 11.21

20 417  東京医科歯科大学 132,200 8,567 15.43
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基礎生命医学：V3Q2（第2層）

V1 V2 V3 V4

Q2

京都大学 東北大学
大阪大学

神戸大学
筑波大学
名古屋大学
岡山大学
慶應義塾大学

東京工業大学

Q1

東京大学

Q4

広島大学

Q3

北海道大学
九州大学

千葉大学 新潟大学
早稲田大学

臨床医学：V3Q2（第2層）

V1 V2 V3 V4

Q2

神戸大学
東北大学
九州大学
岡山大学
慶應義塾大学
千葉大学

Q1

東京大学
京都大学
大阪大学

Q4

Q3

北海道大学
筑波大学
広島大学

新潟大学

環境・地球科学：V4Q3（第3層）

V1 V2 V3 V4

Q2

東北大学 筑波大学
広島大学

大阪大学

Q1

東京大学 東京工業大学

Q4

Q3

京都大学 北海道大学 名古屋大学
岡山大学
九州大学

神戸大学

工学：V4Q3（第3層）

V1 V2 V3 V4

Q2

東京大学
京都大学

筑波大学

Q1

Q4

広島大学
早稲田大学

Q3

東北大学
東京工業大学
大阪大学

北海道大学
名古屋大学
九州大学
慶應義塾大学

神戸大学
千葉大学
岡山大学

計算機・数学：V4Q3（第3層）

V1 V2 V3 V4

Q2

東京大学
京都大学

Q1

東京工業大学

Q4

大阪大学 東北大学
筑波大学
広島大学
慶應義塾大学

千葉大学
新潟大学
岡山大学

Q3

北海道大学
名古屋大学
九州大学
早稲田大学

神戸大学

物理学：V3Q1（第2層）

V1 V2 V3 V4

Q2

東北大学
大阪大学

Q1

東京大学
東京工業大学
名古屋大学
京都大学

筑波大学
広島大学

神戸大学
千葉大学
新潟大学
岡山大学
早稲田大学

Q4

Q3

北海道大学
九州大学

慶應義塾大学

研
究
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《大学主催の公開講座》
部 局 名 講   座   名 受講対象者

時間数
（時間）

募集人数
（人）

受講者数
（人）

全学 神戸大学研究最前線 一般市民、学生 9 150 137 
人文学研究科 学びの流儀ー教育制度の西・東ー 一般社会人、学生 6 100 92 
国際文化学研究科 記憶と文化～何を記憶し、どう伝えてきたのか 一般社会人、学生 (中学生以上) 6 100 99 

医学研究科
第30回神戸大学大学院医学研究科公開講座『いつまでも痛
みなく元気に動けるために』

一般市民、学生等 10 100 68 

保健学研究科
神戸大学創立110周年記念事業「最新の研究から家庭の保
健・医療へ」－高齢者の健康を支える保健医療－

一般市民、学生（高校生以上） 4 100 90 

工学部
災害に強い社会を目指す技術－防災・復興、節電・新エネ
ルギー－

一般社会人、学生 15 100 49 

農学研究科 “農業と遺伝資源” 未来への架橋となる動植物の多様性 一般市民、学生等 3 100 47 
海事科学研究科 海洋環境の汚染、その対策 高校生以上 14 30 25 

海事科学研究科
第6回海事博物館市民セミナー
船の推力発展史 －人力・風力から未来へ－

高校生以上
各1.5

(全5回)
各100 48/日※

海事科学研究科 ヨットクルージング 軽い運動の可能な人(高校生以上) 38 18 17 
国際協力研究科 激動する国際社会においてのリスク・マネジメント 一般市民、学生 9 100 102 

※海事博物館の公開講座受講者数 10/6＝52、10/13＝49、10/20＝46、11/3＝46、11/17＝48、 5日間で計241人により48/日と表記

《その他の主な公開講座、セミナー、シンポジウム等》

部 局 名 講   座   名 受講対象者
時間数

（時間）
募集人数
（人）

受講者数
（人）

国際文化学研究科

神戸大学大学院国際文化学研究科とJAXAとの研究協力協
定締結記念シンポジウム
「『宇宙文化学』の創造力－宇宙空間のコミュニケーショ
ン－」

一般市民、学生等 5 100 152 

人間発達環境学研究
科

人間発達環境学研究科シンポジウム
‒発達研究の展望（その２）‒「ヴィゴツキー理論」と教
育・保育実践

教員・研究者・学生・保育士・心理士・
言語聴覚士・看護師など

6 100 120 

経営学研究科
グッドプラクティスセミナー
第14～23回

一般市民 各1.5 各75 計417

理学研究科 サイエンスセミナー2012「サイエンスの今」 一般市民・高校生 各40分（全5回） 120 148 
医学研究科 第3回神戸医療イノベーションフォーラム 一般市民、企業関係者、学生等 5.5 400 339 
自然科学系先端融合
研究環

神戸大学創立110周年記念事業 自然科学系先端融合研究環
創立5周年シンポジウム「計算と科学技術の融合と展開」

研究者、学生、一般市民等 3 － 102 

経済経営研究所

国際シンポジウム
（国際協力研究科・JICA研究所共催）
JICA研究所・神戸大学共催公開シンポジウム
「アフリカにおける民族の多様性と経済的不安定」

一般市民 3 100 約100

経済経営研究所
経済経営研究所特別公開講座
「外交による解決」～地球環境条約を担当した外交官の経
験と視点から～

一般市民 1.75 150 130

《その他の施設》
山口誓子記念館（平成24年度利用者数：341人）
近代俳句に大きな足跡を残した山口誓子氏の蔵書等を保管，展示し，俳句俳諧文学を中心とする国文学研究の振興や
海外との学術交流等に広く寄与することを目的とする施設。

海事博物館（平成24年度来館者数：3,109人）
海事に関する内外の資料を幅広く収集・展示し、教育と研究の参考に資するとともに海事の啓発に寄与することを目的とする施設。

附属図書館大学文書史料室（平成24年度来場者数：3,276名（常設展のみ））
特定歴史公文書等その他本学の歴史に係る資料を保存するとともに，一般の利用に供することを目的とする施設。
神戸大学の110年を超える伝統ある歴史を、貴重な歴史資料や写真等で振り返ることができる展示を実施。
常設の展示会だけでなく、年１回の特別展や東京等での巡回展も開催。

附属図書館
地域・社会との連携協力の一環として、平成16年度より毎年資料展を実施。
平成24年度は創立110周年にちなみ、「開学のころ～110 Years Ago～」を開催。

25.公開講座等社
会
貢
献
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近隣国公立大学のデータ・地図
大学名 神戸大学 兵庫教育大学 神戸市外国語大学 神戸市看護大学 兵庫県立大学 大阪府立大学 大阪市立大学

文学部     文学部
国際文化学部 外国語学部
発達科学部 環境人間学部

学校教育学部
法学部     法学部

経済学部 経済学部 現代システム科学域     経済学部
経営学部 経営学部     商学部
理学部 理学部     理学部

医学部医学科     医学部医学科
医学部保健学科 看護学部 看護学部 地域保健学域     医学部看護学科

工学部 工学部 工学域     工学部
農学部 生命環境科学域

海事科学部
    生活科学部

入学定員 2,545 160 430 95 1,257 1,310 1,454
人文学研究科     文学研究科

国際文化学研究科 外国語学研究科 
人間発達環境学研究科 環境人間学研究科     人間社会学研究科 

学校教育研究科
連合学校教育学研究科

法学研究科     法学研究科
経済学研究科 経済学研究科     経済学研究科     経済学研究科
経営学研究科 経営学研究科     経営学研究科
理学研究科 物質理学研究科     理学系研究科     理学研究科
医学研究科 生命理学研究科     医学研究科

保健学研究科 看護学研究科 看護学研究科     看護学研究科     看護学研究科
工学研究科 工学研究科     工学研究科     工学研究科

システム情報学研究科 応用情報科学研究科     創造都市研究科
農学研究科 シミュレーション学研究科(M)     生命環境科学研究科

海事科学研究科
国際協力研究科

総合リハビリテーション学研究科     生活科学研究科
法学研究科（P) 学校教育研究科（P) 会計研究科(P) 法学研究科（P)

経営学研究科（P) 経営研究科（ＭＢＡ）(P)
緑環境景観マネジメント研究科(P)

入学定員 1,759 324 69 23 462 668 838
附属幼稚園 附属幼稚園
附属小学校 附属小学校

附属中等教育学校（前期） 附属中学校 附属中学校
附属中等教育学校（後期） 附属高等学校

特別支援学校

出典：平成25年度大学一覧により確認　　　　　

附属学校

学部

大学院



Toward Global ExcellenceToward Global Excellence
in Research and Educationin Research and Education

データと資料が語る神戸大学の今の姿
－神戸大学データ資料集－

平成２5年度

神戸大学企画部企画課

（平成25年9月作成）
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