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【 1 】 名工大の論文総数の推移

Document Type:  [Article, Review]
Exported date  2017-04-12. 
InCites dataset updated  2017-03-25. Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31. 

この10年間における日本の科学研究の実力低下が指摘されている。
そこで名工大について過去13年間（第1期及び第2期中期計画期間）の研究力についてそのトレンド

を分析した。研究力をどのような指標で測るかについては議論のあるところですが、この報告では、
いくつかの指標（総論文数、TOP10％論文数、研究分野毎の論文数世界シェアとQ値、国際共著論
文、科研費獲得額等）で分析した。

2004-2005年のピーク時に比べると減少しているが、近年は横ばい。

名古屋工業大学
URAメールマガジン
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【 2 】 名工大のTOP10％論文数の推移

分野
2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016

化学 6 7 9 7 8 10 11 11 9 13 15
材料科学 7 9 7 5 3 3 3 3 3 2 2
物理学 7 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2
計算機・数学 1 4 4 4 2 1 1 1 3 2 1
工学 3 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5
環境・地球科学 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
臨床医学 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0
基礎生命科学 2 2 1 1 1 1 2 4 4 3 2

合計 26 30 28 25 22 24 23 27 27 28 27

この8分野は、Clarivate Analytics社（旧トムソン・ロイター社）のWeb of Scienceデータベース収録論文をEssential
Science Indicator（ESI）の8分野に対応したものである。

優れた論文数はほぼ一定だが分野（本学の強み）の入れ替わりが顕著になっている。



3

【 3 】 名工大の第1期及び第2期中期計画期間における
8分野毎の論文数シェアの推移

第1期：2005-2010年 第2期：2011-2016年

【 4 】 名工大の第1期及び第2期中期計画期間における
8分野毎のQ値の推移

第1期：2005-2010年 第2期：2011-2016年

論文数毎の世界シェアは相対的に低下（世界全体の論文数の増加が著しい）。

論文の質（強い分野）については入れ替わりが顕著。Global Baseline を越えることが目標。
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1項(1)

		1. 論文生産の量と質から見た本学の研究力



		(1) 名工大のTOP1％論文数の推移 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ





		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0

		物理学 ブツリガク				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		材料科学 ザイリョウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		工学 コウガク				0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ				2		2		3		3		1		1		0		1		0		1		0





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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名工大のTOP1％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(2)

		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ











		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較 (2/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	11	13	11	14	13	16	14	15	16	14	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工	業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	3	3	3	3	3	5	5	4	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	5	5	5	4	3	4	3	3	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	3	3	2	1	0	0	1	1	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	1	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	名古屋工業大学	2004-2	006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	3	2	4	4	5	4	4	3	2	3	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	4	4	4	2	1	0	1	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-200	8	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学 0 	0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(3)

		(3) 名工大のTOP10％論文数の推移比較 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ ヒカク



		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				6		7		9		7		8		10		11		11		9		13		15

		材料科学 ザイリョウ カガク				7		9		7		5		3		3		3		3		3		2		2

		物理学 ブツリガク				7		4		3		3		3		3		2		3		4		3		2

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				1		4		4		4		2		1		1		1		3		2		1

		工学 コウガク				3		3		2		3		2		3		2		3		4		5		5

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		1		1		1		2		2		1		1		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				2		2		1		1		1		1		2		4		4		3		2

		合計 ゴウケイ				26		30		28		25		22		24		23		27		27		28		27



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                         Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大のTOP10％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(4)

		(4) 国立工科系大学TOP10%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ























































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ





















































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



































&P	


化学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	65	61	65	62	66	56	55	56	60	63	59	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	9	10	7	7	9	10	10	9	8	8	10	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	14	14	13	11	11	10	10	10	11	11	8	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	8	8	6	5	3	3	2	2	1	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	3	4	4	3	2	1	3	8	10	9	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	32	34	37	33	29	25	23	20	17	17	21	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	6	5	3	1	1	2	3	3	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009	-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	4	3	2	1	2	2	2	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	5	7	6	5	4	3	3	3	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20	22	24	30	34	35	31	26	27	30	35	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	2	3	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	18	21	24	21	17	11	9	11	12	10	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	5	6	6	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	6	8	7	6	5	4	3	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	16	12	14	16	19	17	13	15	15	15	11	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	4	5	6	4	4	4	4	5	6	6	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工	業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	年



報



物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(5)

		(5) 大学構造の分析 ダイガク コウゾウ ブンセキ

		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(1/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		化学 カガク

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																																		奈先端 ナ センタン		0.05		○		11.8		▼



		[Q3]														東工大 トウコウダイ		0.39		▼		8.92		▼		農工大 ノウコウダイ		0.1		▼		6.02		▼		名工大 メイコウ ダイ		0.07		▼		7.96		◎		豊技大 トヨ ギダイ		0.04		▼		6.3		▼

																																														九工大 キュウ コウダイ		0.03		▼		8.56		◎

		[Q4]



		[Q5]







		物理学

				物理学 ブツリガク		[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]				東工大 トウコウダイ		0.62		▼		13.63		◎



		[Q2]																																		農工大 ノウコウダイ		0.08		▼		10.89		▼



		[Q3]



		[Q4]																																		奈先端 ナ サキ タン		0.05		▼		4.8		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.07		▼		5.71		▼

																																				名工大 メイコウダイ		0.09		▼		3.73		▼

		[Q5]																																												豊技大 トヨ ワザ ダイ		0.04		▼		2.94		◎







		基礎生命科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		15.28		○



		[Q2]																																		東工大 トウコウダイ		0.07		▼		10.06		○



		[Q3]																																												豊技大 トヨ ギダイ		0.01		▼		7.56		○



		[Q4]																																		農工大 ノウコウダイ		0.07		▼		4.58		▼		九工大 キュウ コウダイ		0.01		▼		5.53		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.01		▼		4.43		◎

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(2/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ

				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		材料科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.38		▼		9.19		▼																						奈先端 ナ サキ タン		0.03		▼		9.77		▼



		[Q3]



		[Q4]																								名工大 メイコウダイ		0.14		▼		3.85		▼		豊技大 トヨ ギ ダイ		0.08		▼		5.11		▼		農工大 ノウコウダイ		0.04		▼		5.87		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		4.19		◎

		[Q5]







		工学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.28		▼		9.12		○



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		▼		8.35		○		奈先端 ナ サキ タン		0.02		▼		6.51		▼



		[Q4]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.05		▼		4.17		◎		豊技大 トヨ ギ オオ		0.04		▼		5.21		○

																																				名工大 メイコウダイ		0.05		▼		5.69		◎

		[Q5]







		計算機・数学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.19		▼		8.33		▼



		[Q3]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		7.01		▼



		[Q4]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		4.74		▼

																																														農工大 ノウコウダイ		0.02		▼		4.61		◎

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.02		▼		4.37		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.04		▼		4.35		○

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(3/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		環境・地球科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.15		▼		10.44		▼



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		◎		8.38		▼		豊技大 トヨ ギ オオ		0.01		▼		7.5		◎



		[Q4]																																												名工大 メイコウダイ		0.01		▼		3.95		▼



		[Q5]



		臨床医学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.00		▼		15.45		○



		[Q2]																																																										0.01

																																																												0

		[Q3]																																												農工大 ノウコウダイ		0.01		○		6.71		◎						0

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.00		◎		7.61		◎						0.01

																																														名工大 メイコウダイ		0.00		○		6.67		▼

		[Q4]																																												東工大 トウコウダイ		0.01		○		5.47		▼



		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学



1項(6)

		(6) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		　　　における8分野毎の論文数シェアの推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		934386		602734		337524		2346052		561443		384683		418082		2560628

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		735		576		612		216		343		168		36		48

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.08		0.10		0.18		0.01		0.06		0.04		0.01		0.00

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		1117023		659398		488339		2848999		781321		484742		578813		3363057

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		772		550		504		213		343		154		40		72

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.07		0.08		0.10		0.01		0.04		0.03		0.01		0.00

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移 

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	7.8661281312005962E-2	9.5564544226806519E-2	0.18132043943541792	9.2069570495453643E-3	6.109257751900015E-2	4.3672322405721074E-2	8.6107510009998042E-3	1.8745401518689947E-3	



第2期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.9112274322014861E-2	8.3409412828064383E-2	0.10320699350246448	7.4763101004949456E-3	4.3900010367057839E-2	3.1769477371467708E-2	6.910694818533793E-3	2.1409092977014662E-3	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項(7)

		(7) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		における8分野毎のQ値の推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.84		9.82		9.7		9.14		9.34		9.69		9.61		8.83

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		6.39		3.99		5.56		2.31		4.08		4.17		5.56		8.33

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.73		9.08		9.45		8.04		8.89		8.5		9.13		7.46

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		9.46		3.45		1.79		6.57		7.29		4.55		2.5		5.56

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.84	9.82	9.6999999999999993	9.14	9.34	9.69	9.61	8.83	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.39	3.99	5.56	2.31	4.08	4.17	5.56	8.33	



第2期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.73	9.08	9.4499999999999993	8.0399999999999991	8.89	8.5	9.1300000000000008	7.46	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	9.4600000000000009	3.45	1.79	6.57	7.29	4.55	2.5	5.56	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項（8）

				(8)研究費の違いによる論文数とＣＮＣＩの傾向 ケンキュウ ヒ チガ ロンブン スウ ケイコウ



				　　ａ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文数の推移比較 ヒカク

























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				論文数		科研費		34		61		84		76		109		103		104		107		134

						科研費以外		610		562		538		439		542		516		547		518		477

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

				Funding Agency Type:  Funded



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 









				　　ｂ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文のCNCIの推移比較 ヒカク



























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				CNCI		科研費		0.86		0.98		0.83		0.8		0.72		0.57		0.72		0.77		0.59

						科研費以外		0.87		0.61		0.71		0.69		0.7		0.89		0.74		0.75		0.69

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


論文数/科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	34	61	84	76	109	103	104	107	134	論文数/科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	610	562	538	439	542	516	547	518	477	年度

論文数

CNCI 科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.86	0.98	0.83	0.8	0.72	0.56999999999999995	0.72	0.77	0.59	0 科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.87	0.61	0.71	0.69	0.7	0.89	0.74	0.75	0.69	年度

ＣＮＣＩ



2項(1)

		2. 研究領域レベルで見た本学の状況 ケンキュウ リョウイキ ミ ホンガク ジョウキョウ

		(1) 世界で注目を集めている研究領域 セカイ チュウモク アツ ケンキュウ リョウイキ



















































































		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				0.71		0.74		0.75		0.70		0.72		0.79		0.83		0.84		0.77		0.90		0.97

		材料科学 ザイリョウ カガク				0.72		0.78		0.70		0.67		0.69		0.65		0.65		0.54		0.54		0.50		0.46

		物理学 ブツリガク				0.81		0.60		0.61		0.61		0.61		0.58		0.55		0.60		0.68		0.67		0.59

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0.28		0.60		0.63		0.71		0.49		0.40		0.40		0.58		0.76		0.72		0.52

		工学 コウガク				0.65		0.60		0.65		0.71		0.65		0.66		0.65		0.82		0.88		0.86		0.80

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0.55		0.53		0.69		0.91		0.87		0.79		0.66		0.59		0.50		0.32		0.23

		臨床医学 リンショウ イガク				0.38		0.53		0.62		0.88		0.83		0.95		0.81		0.84		0.67		0.59		0.44

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0.67		0.61		0.50		0.44		0.54		0.57		0.87		0.98		1.05		1.01		0.86

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大の研究領域毎の相対被引用数（CNCI）の推移比較

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.71	0.73666666666666669	0.7533333333333333	0.70333333333333325	0.72000000000000008	0.78666666666666663	0.82666666666666666	0.84	0.77333333333333343	0.90333333333333332	0.97333333333333327	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.72333333333333327	0.77999999999999992	0.69666666666666677	0.66666666666666663	0.68666666666666665	0.65	0.65	0.54333333333333333	0.53666666666666674	0.5033333333333333	0.45666666666666672	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.81333333333333335	0.60333333333333339	0.61	0.61333333333333329	0.61	0.57999999999999996	0.54999999999999993	0.60333333333333339	0.67666666666666675	0.67333333333333334	0.58666666666666667	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.27666666666666667	0.6	0.63	0.71333333333333337	0.48666666666666664	0.40333333333333332	0.39999999999999997	0.57666666666666666	0.7599999999999999	0.72000000000000008	0.52	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.65333333333333332	0.60333333333333328	0.64666666666666661	0.71333333333333337	0.65	0.66	0.64666666666666661	0.81666666666666676	0.87666666666666682	0.8633333333333334	0.79666666666666675	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.54666666666666675	0.52999999999999992	0.68666666666666665	0.90666666666666662	0.87333333333333341	0.79	0.66	0.59333333333333338	0.5033333333333333	0.31666666666666665	0.23333333333333331	臨床医学	2004-2006	2005-2007	20	06-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.37666666666666665	0.52666666666666673	0.62333333333333329	0.8833333333333333	0.83	0.95000000000000007	0.81	0.84	0.66999999999999993	0.59333333333333338	0.44333333333333336	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.66666666666666663	0.60666666666666658	0.49666666666666665	0.44333333333333336	0.53666666666666663	0.57333333333333336	0.8666666666666667	0.97666666666666668	1.0466666666666666	1.0066666666666666	0.86333333333333329	年









化学

工学



2項(2)

		(2) 名工大における被引用数順位％と論文数の分布 メイコウダイ ヒ インヨウ スウ ジュンイ ロンブン スウ ブンプ

		　　(第1期 vs 第2期中期計画比較)



		対象論文数：3212報 タイショウ ロンブン スウ ホウ













				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				553		351		328		332		363

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				350		296		254		226		159

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2010]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



		対象論文数：2653報 タイショウ ロンブン スウ ホウ





				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				734		219		294		199		218

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				275		220		175		167		152



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2011, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


2011～2016年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	734	219	294	199	218	275	220	175	167	152	

論文数







2004～2010年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	553	351	328	332	363	350	296	254	226	159	

論文数







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\2.研究領域レベルで見た本学の状況\名工大論文詳細PSA調査.xlsx

Ｔｏｐ１０％


Ｔｏｐ１０％




3項（1）

		3. 名工大の研究の国際化 メイコウダイ ケンキュウ コクサイ カ



		 (1) 国際共著論文のトレンド コクサイ キョウチョ ロンブン























































		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22		21		19		29

		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19		20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11		11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26		25		29		26

		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12		14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8		8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3		4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3		3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105		106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ																																																				2012-2014		2013-2015		2014-2016







		 (2)名工大における研究分野別の国際共著率の推移 メイコウダイ ケンキュウ ブンヤ ベツ コクサイ トモ リツ スイイ																																																				126		127		135

																																																						98		85		85

																																																						42		37		33

																																																						96		92		80

																																																						58		58		65

																																																						33		33		34

																																																						7		5		6

																																																						11		12		11

																																																						471		449		449

																																		[グラフ用：名工大] ヨウ メイコウダイ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22

																																		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26

																																		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3

																																		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3

																																		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				122		123		126		126		122		120		122		121

																																		物理学 ブツリガク				114		104		91		88		88		87		97		98

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				37		35		38		38		37		32		32		38

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				122		125		119		106		104		95		94		95

																																		工学 コウガク				58		63		69		69		68		58		55		52

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				27		31		34		39		45		45		41		32

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				5		5		6		5		7		7		9		7

																																		臨床医学 リンショウ イガク				7		8		8		8		8		12		13		13

																																		全分野 ゼンブンヤ				492		494		490		480		479		456		463		456





















		国際共著率 (%) コクサイ キョウチョ リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016																												2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				14.0		13.5		13.0		10.8		12.6		15.2		19.9		18.1		16.7		14.9		21.7																												21		19		29

		物理学 ブツリガク				15.5		20.8		22.7		23.9		22.3		23.0		20.3		19.7		20.1		21.1		23.2																												20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				17.9		17.3		23.0		20.2		20.5		25.0		26.0		29.2		26.0		29.1		32.0																												11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				11.2		13.0		17.9		23.9		25.7		25.7		24.8		27.4		26.3		31.5		32.0																												25		29		26

		工学 コウガク				11.4		15.9		18.8		23.8		20.2		21.1		20.1		23.1		24.9		25.3		25.8																												14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				11.0		12.0		14.9		14.5		14.7		17.2		20.3		26.0		23.2		24.0		25.7																												8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				40.0		46.7		58.8		56.3		52.4		40.9		44.4		50.0		60.0		60.0		68.4																												4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0.0		4.3		4.2		12.0		12.0		17.1		20.5		22.5		24.2		14.3		15.6																												3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				13.6		15.6		18.1		19.5		19.7		21.0		22.0		23.0		22.5		23.1		26.0																												106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


分野の国際共著論文数

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.972602739726025	13.513513513513514	12.9973474801061	10.8179	41952506596	12.568306010928962	15.235457063711911	19.891008174386922	18.131868131868131	16.666666666666664	14.921465968586389	21.674876847290641	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15.497076023391815	20.833333333333336	22.710622710622712	23.863636363636363	22.348484848484851	22.988505747126435	20.344827586206897	19.661016949152543	20.136518771331058	21.09375	23.228346456692915	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.857142857142858	17.30769230769231	23.008849557522122	20.17543859649123	20.535714285714285	25	26.041666666666668	29.20353982300885	25.984251968503933	29.09090909090909	31.999999999999996	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.232876712328768	13.031914893617023	17.927170868347339	23.89937106918239	25.723472668810288	25.704225352112676	24.822695035460992	27.368421052631582	26.297577854671278	31.521739130434785	31.950207468879672	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.428571428571429	15.873015873015872	18.75	23.78640776699029	20.197044334975367	21.14285714	2857142	20.121951219512198	23.076923076923077	24.855491329479769	25.287356321839077	25.773195876288657	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	10.975609756097562	11.956521739130434	14.851485148514854	14.529914529914532	14.705882352941178	17.164179104477615	20.325203252032523	26.041666666666668	23.232323232323232	24	25.742574257425744	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	40	46.666666666666664	58.82352941176471	56.25	52.380952380952387	40.909090909090914	44.444444444444443	50	60	60	68.421052631578945	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	4.3478260869565215	4.1666666666666661	12	12	17.142857142857142	20.512820512820511	22.499999999999996	24.242424242424239	14.285714285714288	15.625000000000004	年



％







化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17	16.666666666666668	16.333333333333332	13.666666666666666	15.333333333333334	18.333333333333332	24.333333333333332	22	21	19	29.333333333333332	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.666666666666668	21.666666666666668	20.666666666666668	21	19.666666666666668	20	19.666666666666668	19.333333333333332	19.666666666666668	18	19.666666666666668	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	6	8.6666666666666661	7.666666666666667	7.666666666666667	8	8.3333333333333339	11	11	10.666666666666666	10.666666666666666	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.666666666666666	16.333333333333332	21.333333333333332	25.333333333333332	26.666666666666668	24.333333333333332	23.333333333333332	26	25.333333333333332	29	25.666666666666668	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	10	13	16.333333333333332	13.666666666666666	12.333333333333334	11	12	14.333333333333334	14.666666666666666	16.666666666666668	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3.6666666666666665	5	5.666666666666667	6.666666666666667	7.666666666666667	8.3333333333333339	8.3333333333333339	7.666666666666667	8	8.6666666666666661	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2.3333333333333335	3.3333333333333335	3	3.6666666666666665	3	4	3.3333333333333335	4	3	4.333333333333333	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0.33333333333333331	0.33333333333333331	1	1	2	2.6666666666666665	3	2.6666666666666665	1.6666666666666667	1.6666666666666667	年





論文数









分野の論文総数

×100 ＝ ★[％]



3項（3）



		 (3) 国立工科大学における国際共著率の比較 (国際共著論文総数の比較) コクサイ キョウチョ リツ ヒカク コクサイ キョウチョ ロンブン ソウスウ ヒカク



																																		[グラフ用] ヨウ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				591		595		609		641		663		680		722		760		816		830		858

																																		奈良先端科学技術大学院大学				67		63		64		59		72		74		76		73		76		85		94

																																		東京農工大学				131		142		151		155		147		134		139		157		172		181		183

																																		豊橋技術科学大学				77		71		74		65		62		55		56		54		45		42		47

																																		九州工業大学				73		70		68		67		73		67		69		76		90		97		95

																																		名古屋工業大学				66		75		85		88		90		91		98		102		100		97		107

																																		全分野 ゼンブンヤ				1005		1016		1051		1075		1107		1101		1160		1222		1299		1332		1384

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				2575		2504		2474		2440		2414		2377		2362		2378		2395		2410		2411

																																		奈良先端科学技術大学院大学				383		387		388		373		354		334		322		323		328		340		346

																																		東京農工大学				590		614		676		695		692		659		660		691		693		700		677

																																		豊橋技術科学大学				324		310		293		264		257		239		228		214		215		213		215

																																		九州工業大学				352		344		332		322		311		289		273		281		307		321		309

																																		名古屋工業大学				477		463		445		422		420		405		421		432		438		421		415

																																		全分野 ゼンブンヤ				4701		4622		4608		4516		4448		4303		4266		4319		4376		4405		4373

































		国際共著論文率 コクサイ キョウチョ ロンブン リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学				23.0		23.8		24.6		26.3		27.5		28.6		30.6		32.0		34.1		34.4		35.6

		奈良先端科学技術大学院大学				17.5		16.3		16.5		15.8		20.3		22.2		23.6		22.6		23.2		25.0		27.2

		東京農工大学				22.2		23.1		22.3		22.3		21.2		20.3		21.1		22.7		24.8		25.9		27.0

		豊橋技術科学大学				23.8		22.9		25.3		24.6		24.1		23.0		24.6		25.2		20.9		19.7		21.9

		九州工業大学				20.7		20.3		20.5		20.8		23.5		23.2		25.3		27.0		29.3		30.2		30.7

		名古屋工業大学				13.8		16.2		19.1		20.9		21.4		22.5		23.3		23.6		22.8		23.0		25.8

		全分野 ゼンブンヤ				21.4		22.0		22.8		23.8		24.9		25.6		27.2		28.3		29.7		30.2		31.6

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.95145631067961	23.761980830670925	24.616006467259499	26.270491803278688	27.464788732394368	28.607488430795119	30.567315834038951	31.959629941126998	34.070981210855948	34.439834024896264	35.58689340522605	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.493472584856399	16.279069767441861	16.494845360824741	15.817694369973189	20.33898305084746	22.155688622754489	23.602484472049689	22.600619195046441	23.170731707317074	25	27.167630057803464	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.203389830508474	23.12703583061889	22.337278106508876	22.302158273381295	21.242774566473987	20.333839150227618	21.060606060606059	22.720694645441387	24.819624819624821	25.857142857142858	27.031019202363364	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	23.765432098765434	22.903225806451612	25.255972696245731	24.621212121212121	24.124513618677042	23.01255230125523	24.561403508771928	25.233644859813083	20.930232558139537	19.718309859154928	21.86046511627907	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20.738636363636363	20.348837209302324	20.481927710843372	20.80745341614907	23.472668810289392	23.183391003460208	25.274725274725274	27.046263345195733	29.31596091205212	30.218068535825545	30.744336569579289	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.836477987421384	16.198704103671709	19.101123595505616	20.85308056872038	21.428571428571427	22.469135802469136	23.277909738717341	23.611111111111111	22.831050228310502	23.040380047505938	25.783132530120483	年



％







3項（4）

		 (4) 本学の国際共著論文の相手国比較 ホンガク コクサイ キョウチョ ロンブン アイテコク ヒカク



				2005-2007年 ネン										2008-2010年 ネン										2011-2013年 ネン										2014‐2016年 ネン

		№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ

		1		日本 ニホン

作成者: 国際共著論文数		229		99.57				1		日本 ニホン		279		100.00				1		日本 ニホン		313		100.00				1		日本 ニホン		348		100.00

		2		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		37		16.09				2		中華人民共和国		70		25.09				2		中華人民共和国		77		24.60				2		中華人民共和国		68		19.54

		3		中華人民共和国		37		16.09				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		36		12.90				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		43		13.74				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		60		17.24

		4		インド		32		13.91				4		大韓民国		24		8.60				4		大韓民国		31		9.90				4		マレーシア		52		14.94

		5		イングランド		24		10.44				5		インド		24		8.60				5		イングランド		27		8.63				5		ドイツ		35		10.06

		6		シンガポール		21		9.13				6		イングランド		21		7.53				6		フランス		23		7.35				6		フランス		31		8.91

		7		大韓民国		14		6.09				7		フランス		19		6.81				7		マレーシア		22		7.03				7		イタリア		19		5.46

		8		ドイツ		13		5.65				8		ドイツ		14		5.02				8		ドイツ		20		6.39				8		大韓民国		18		5.17

		9		フランス		13		5.65				9		シンガポール		13		4.66				9		ベトナム		18		5.75				9		インド		15		4.31

		10		バングラデシュ		12		5.22				10		スコットランド		12		4.30				10		イタリア		9		2.88				10		イングランド		13		3.74

		11		カナダ		10		4.35				11		イタリア		9		3.23				11		インド		9		2.88				11		スペイン		12		3.45

		12		マレーシア		8		3.48				12		ポーランド		7		2.51				12		スコットランド		8		2.56				12		エジプト		10		2.87

		13		ブラジル		7		3.04				13		マレーシア		7		2.51				13		シンガポール		7		2.24				13		カナダ		9		2.59

		14		オーストラリア		5		2.17				14		エジプト		7		2.51				14		バングラデシュ		7		2.24				14		オーストラリア		8		2.30

		15		台湾		3		1.30				15		カナダ		7		2.51				15		カナダ		5		1.60				15		ベトナム		7		2.01

		16		スウェーデン		3		1.30				16		オーストラリア		6		2.15				16		スイス		4		1.28				16		オランダ		7		2.01

		17		スペイン		3		1.30				17		ニュージーランド		5		1.79				17		スロベニア		4		1.28				17		スウェーデン		6		1.72

		18		スコットランド		3		1.30				18		スペイン		4		1.43				18		フィンランド		4		1.28				18		サウジアラビア		5		1.44

		19		オランダ		3		1.30				19		スロベニア		4		1.43				19		ブラジル		4		1.28				19		フィンランド		5		1.44

		20		ベルギー		3		1.30				20		ロシア		4		1.43				20		ウクライナ		3		0.96				20		バングラデシュ		5		1.44

		21		ベトナム		2		0.87				21		ベトナム		3		1.08				21		タイ王国		3		0.96				21		トルコ		4		1.15

		22		タイ王国		2		0.87				22		ルーマニア		3		1.08				22		スペイン		3		0.96				22		タイ王国		4		1.15

		23		スリランカ		2		0.87				23		インドネシア		3		1.08				23		ポルトガル		3		0.96				23		台湾		4		1.15

		24		ロシア		2		0.87				24		ギリシャ		3		1.08				24		オランダ		3		0.96				24		ウクライナ		3		0.86

		25		ルーマニア		2		0.87				25		チリ		3		1.08				25		エジプト		3		0.96				25		ポーランド		3		0.86

		26		ポルトガル		2		0.87				26		台湾		2		0.72				26		トルコ		2		0.64				26		ノルウェー		3		0.86

		27		フィリピン		2		0.87				27		スウェーデン		2		0.72				27		台湾		2		0.64				27		ギリシャ		3		0.86

		28		ニュージーランド		2		0.87				28		イスラエル		2		0.72				28		スウェーデン		2		0.64				28		シンガポール		2		0.58

		29		イタリア		2		0.87				29		フィンランド		2		0.72				29		ポーランド		2		0.64				29		スコットランド		2		0.58

		30		キプロス		2		0.87				30		バングラデシュ		2		0.72				30		フィリピン		2		0.64				30		ルーマニア		2		0.58

		31		ウェールズ		1		0.44				31		オーストリア		2		0.72				31		ニュージーランド		2		0.64				31		フィリピン		2		0.58

		32		ウクライナ		1		0.44				32		ウェールズ		1		0.36				32		リトアニア		2		0.64				32		メキシコ		2		0.58

		33		スイス		1		0.44				33		ウクライナ		1		0.36				33		イスラエル		2		0.64				33		デンマーク		2		0.58

		34		グルジア民主共和国		1		0.44				34		トルコ		1		0.36				34		インドネシア		2		0.64				34		チュニジア		1		0.29

		35		イスラエル		1		0.44				35		スイス		1		0.36				35		チリ		2		0.64				35		タンザニア		1		0.29

		36		ハンガリー		1		0.44				36		南アフリカ共和国		1		0.36				36		ベルギー		2		0.64				36		スイス		1		0.29

		37		フィンランド		1		0.44				37		ポルトガル		1		0.36				37		チュニジア		1		0.32				37		南アフリカ共和国		1		0.29

												38		フィリピン		1		0.36				38		ロシア		1		0.32				38		ロシア		1		0.29

												39		ミャンマー		1		0.36				39		ルーマニア		1		0.32				39		ニュージーランド		1		0.29

												40		リトアニア		1		0.36				40		ノルウェー		1		0.32				40		リトアニア		1		0.29

												41		イラン		1		0.36				41		マケドニア共和国		1		0.32				41		イスラエル		1		0.29

												42		ハンガリー		1		0.36				42		イラン		1		0.32				42		アイルランド		1		0.29

												43		エストニア		1		0.36				43		チェコ		1		0.32				43		イラン		1		0.29

												44		デンマーク		1		0.36														44		クロアチア		1		0.29

												45		チェコ		1		0.36														45		ブラジル		1		0.29

												46		ブラジル		1		0.36														46		ベルギー		1		0.29

												47		ベルギー		1		0.36

				Schema:  Essential Science Indicators

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Time Period:  [2005, 2016]

				Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

				Exported date  2017-06-28. 

				InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

				3年間の合計（論文数） ネンカン ゴウケイ ロンブン スウ
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■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\4.本学の研究力の国際化\国際共著論文相手国調査_170627.xlsx



3項（5）

		 (5) 名工大における期間別海外派遣研究者の推移 メイコウダイ キカン ベツ カイガイ ハケン ケンキュウシャ スイイ

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		短期派遣数 タンキ ハケン スウ						531		519		631		640		583		548		489		407

		中・長期(6ケ月以上)派遣数 ナカ チョウキ ゲツ イジョウ ハケン スウ						11		9		8		14		15		11		7		8

		総数 ソウスウ						542		528		639		654		598		559		496		415		0

																						2017/5/24 国際企画室より コクサイ キカク シツ
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総数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	542	528	639	654	598	559	496	415	中・長期(6ケ月以上)派遣数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	11	9	8	14	15	11	7	8	(年)



(人)







4項（1）

		４. 研究者数 ケンキュウ シャ スウ



		(1) 名工大研究者数の変遷
 メイコウダイ ケンキュウシャ スウ



















































								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		教員						354		354		353		356		351		343		341

		大学院博士課程(後期)在籍者 ダイガクイン ハカセ カテイ コウキ ザイセキシャ						243		243		244		231		206		194		178

		合計 ゴウケイ						597		597		597		587		557		537		519

																				2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ



		(2) 名工大男女別教員数の変遷
 メイコウダイ ダンジョ ベツ キョウイン スウ ヘンセン



















































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		男性 ダンセイ		356		367		368		359		349		336		334		334		330		332		326		321		320

		女性 ジョセイ		17		17		17		16		16		18		20		20		23		24		25		22		21

		女性比率 ジョセイ ヒリツ		4.6		4.4		4.4		4.3		4.4		5.1		5.6		5.6		6.5		6.7		7.1		6.4		6.2

		教員数合計 ア ケイ		373		384		385		375		365		354		354		354		353		356		351		343		341

																												2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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男性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	356	367	368	359	349	336	334	334	330	332	326	321	320	女性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17	17	17	16	16	18	20	20	23	24	25	22	21	女性比率	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.5576407506702417	4.4270833333333339	4.4155844155844157	4.2666666666666666	4.3835616438356162	5.0847457627118651	5.6497175141242941	5.6497175141242941	6.5155807365439093	6.7415730337078648	7.1225071225071224	6.4139941690962097	6.1583577712609969	

(人)



(%)







教員	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	354	354	353	356	351	343	34	1	大学院博士課程(後期)在籍者	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	243	243	244	231	206	194	178	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



4項（3）

																																						<元データ> モト

		(3) 名工大大学院博士課程入学者数の推移 メイコウダイ ダイガクイン ハカセ カテイ ニュウガク シャ スウ スイイ																																				博士前期課程 ハカセ ゼンキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士前期学生数 ハカセ ゼンキ ガクセイ スウ						1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						32		43		26		32		22		23		28		39

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						2.2%		3.2%		2.0%		2.4%		1.7%		1.8%		2.0%		2.6%







																																						博士後期課程 ハカセ コウキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士後期学生数 ハカセ コウキ ガクセイ スウ						243		243		244		231		206		194		178		151

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						99		95		107		108		90		77		74		73

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						40.7%		39.1%		43.9%		46.8%		43.7%		39.7%		41.6%		48.3%

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		学部(第一部・二部)学生数 ブ		4,970		4,966		4,816		4,833		4,717		4,563		4,433		4,362		4,236		4,228		4,199		4,181		4,121		0

		　男性 ダンセイ		4,371		4371		4264		4292		4188		4042		3905		3836		3704		3658		3604		3557		3481

		　女性 ジョセイ		599		595		552		541		529		521		528		526		532		570		595		624		640

		　女性比率 ジョセイ ヒリツ		12.0523138833		11.9814740234		11.4617940199		11.1938754397		11.214755141		11.4179268025		11.9106699752		12.0586886749		12.5590179415		13.481551561		14.1700404858		14.9246591724		15.5302111138

		博士課程(前期)入学者数 ハカセ カテイ ゼンキ ニュウガクシャ スウ		-		-		-		-		-		-		1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ														1,397		1,312		1,271		1,285		1,284		1,284		1,353		1,439

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ														97.8%		96.8%		98.0%		97.6%		98.3%		98.2%		98.0%		97.4%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ







































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		博士課程(後期)入学者数 ハカセ カテイ コウキ ゼンコウキ ニュウガクシャ スウ														243		243		244		231		206		194		178		151

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ		-		-		-		-		-		-		144		148		137		123		116		117		104		78

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ		-		-		-		-		-		-		59.3%		60.9%		56.1%		53.2%		56.3%		60.3%		58.4%		51.7%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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大学院博士課程(前期)入学者数の推移

博士課程(前期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1429	1355	1297	1317	1306	1307	1381	1478	　社会人を除く	1397	1312	1271	1285	1284	1284	1353	1439	　社会人を除く学生比率	0.97760671798460463	0.96826568265682655	0.97995373939861219	0.97570235383447224	0.98315467075038288	0.98240244835501145	0.97972483707458369	0.9736129905277402	

(人)







大学院博士課程(後期)入学者数の推移

博士課程(後期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	243	243	244	231	206	194	178	151	　社会人を除く	144	148	137	123	116	117	104	78	　社会人を除く学生比率	0.59259259259259256	0.60905349794238683	0.56147540983606559	0.53246753246753242	0.56310679611650483	0.60309278350515461	0.5842696629213483	0.51655629139072845	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



5項（1）

		5. 研究費 ケンキュウ ヒ

		(1) 名工大の論文算出への科研費の関与 メイコウダイ ロンブン サンシュツ カケン ヒ カンヨ

































		◇名工大 メイコウダイ

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		437		416		431		441		455		436		443

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		49		64		80		90		100		102		111

		科研費関与割合 ワリアイ		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ



		◇世界共著平均 セカイ キョウチョ ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		1610354		1674153		1748669		1836987		1913679		1965982		1980444

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		1203		1335		1470		2449		3958		5667		7634

		科研費関与割合 ワリアイ		0.07%		0.08%		0.08%		0.13%		0.21%		0.29%		0.39%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		◇日本平均 ニホン ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		科研費関与割合 ワリアイ		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2004, 2016]

		Exported date  2017-06-05.  Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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総論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	437	416	431	441	455	436	443	科研費関与論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	49	64	80	90	100	102	111	名工大・科研費関与割合	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均・科研費関与割合	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	

論文数

割合

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（2）

		(2) 国立工科大学における科研費関与論文の割合比較
 コクリツ コウカ ダイガク カケン ヒ カンヨ ロン ブン ワリアイ ヒカク







































				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学		-		-		-		-		12.97%		18.56%		22.73%		26.19%		29.73%		32.80%		36.23%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		2734		2660		2630		2593		2553		2505		2468		2474		2506		2521		2553

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		331		465		561		648		745		827		925

		奈良先端科学技術大学院大学		-		-		-		-		16.18%		21.65%		22.93%		27.93%		30.83%		34.32%		33.92%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		478		474		452		422		408		388		375		358		360		373		395

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		66		84		86		100		111		128		134

		東京農工大学		-		-		-		-		13.35%		18.30%		18.77%		21.32%		23.12%		27.60%		31.34%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		632		667		733		758		749		716		714		741		744		750		734

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		100		131		134		158		172		207		230

		豊橋技術科学大学		-		-		-		-		10.99%		16.98%		19.76%		23.48%		25.99%		31.86%		35.65%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		337		325		312		285		282		265		248		230		227		226		230

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		31		45		49		54		59		72		82

		九州工業大学		-		-		-		-		8.14%		12.58%		15.31%		19.87%		21.63%		22.89%		23.93%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		377		371		366		354		344		318		294		297		319		332		326

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		28		40		45		59		69		76		78

		名古屋工業大学		-		-		-		-		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		490		476		462		440		437		416		431		441		455		436		443

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		49		64		80		90		100		102		111

		日本平均 ニホン ヘイキン		0.0000217045		0.0000541583		0.0027951579		0.0087523819		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		92147		92322		93018		92889		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		200.00%		500.00%		26000.00%		81300.00%		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		　　　　　  　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		                           Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2008, 2016]

		Exported date  2017-06-08. 　Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.12965139052095573	0.18562874251497005	0.2273095623987034	0.26192400970088925	0.29728651237031123	0.32804442681475604	0.36231884057971014	奈良先端科学技術大学院大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.16176470588235295	0.21649484536082475	0.22933333333333333	0.27932960893854747	0.30833333333333335	0.34316353887399464	0.3392405063291139	東京農工大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.13351134846461948	0.18296089385474859	0.1876750700280112	0.21322537112010798	0.23118279569892472	0.27600000000000002	0.3133514986376022	豊橋技術科学大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.1099290780141844	0.16981132075471697	0.19758064516129031	0.23478260869565218	0.25991189427312777	0.31858407079646017	0.35652173913043478	九州工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	8.1395348837209308E-2	0.12578616352201258	0.15306122448979592	0.19865319865319866	0.21630094043887146	0.2289156626506024	0.2392638036809816	名古屋工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	年







■元データ

Share\25-科学研究力の現＜＞状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（3）

		(3)科研費獲得の推移（代表研究者のみ） カケン ヒ カクトク スイイ ダイヒョウ ケンキュウシャ





























														（単位：円） タンイ エン						組織改正による値 ソシキ カイセイ アタイ

		区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016				H28：新専攻 シン センコウ		金額 キンガク

		物質工学専攻 コウガク センコウ		71,490,000		90,948,883		82,262,466		69,844,555		77,985,029		83,544,858		144,837,204				生命・応用		189,704,454

		機能工学専攻 コウガク センコウ		181,710,000		150,073,903		150,037,073		110,615,682		115,173,131		114,124,662		97,577,659				物理工学		76,689,397

		情報工学専攻 コウガク センコウ		81,634,111		74,611,345		78,169,000		105,710,756		118,933,381		145,171,080		127,290,235				電気・機械		111,661,505

		社会工学専攻 コウガク センコウ		57,980,604		64,477,396		74,675,432		61,261,082		54,392,311		33,877,673		92,874,228				情報工学		140,412,957

		産業戦略工学専攻 コウガク センコウ		35,044,904		19,010,000		22,996,094		8,840,000		5,328,598		22,166,430		23,247,926				社会工学		110,198,200

		未来材料創成工学専攻 コウガク センコウ		125,485,336		114,647,064		93,929,343		117,264,338		92,451,603		88,911,308		80,026,560				共同ナノ		12,053,400

		創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 コウガク センコウ		29,592,709		44,117,291		56,095,000		55,079,355		62,272,547		57,820,566		62,812,701				若手イノ		26,785,179

		共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 カガク センコウ		-- 		-- 		-- 		84,023,196		56,056,066		56,004,416		12,053,400				その他 ホカ		9,126,479

		若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ ケンキュウ ヨウセイ		10,010,000		7,670,000		41,208,612		31,704,994		29,549,095		40,325,514		26,785,179				合計		676,631,571

		その他 タ		6,630,000		10,790,000		22,807,356		14,002,507		8,738,864		11,208,711		9,126,479

		合　　計 ア ケイ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

														　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ



&P	


物質工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	71490000	90948883	82262466	69844555	77985029	83544858	144837204	機能工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	181710000	150073903	150037073	110615682	115173131	114124662	97577659	情報工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	81634111	74611345	78169000	105710756	118933381	145171080	127290235	社会工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	57980604	64477396	74675432	61261082	54392311	33877673	92874228	産業戦略工学専攻	20	10	2011	2012	2013	2014	2015	2016	35044904	19010000	22996094	8840000	5328598	22166430	23247926	未来材料創成工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	125485336	114647064	93929343	117264338	92451603	88911308	80026560	創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	29592709	44117291	56095000	55079355	62272547	57820566	62812701	共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	84023196	56056066	56004416	12053400	若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10010000	7670000	41208612	31704994	29549095	40325514	26785179	その他	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	6630000	10790000	22807356	14002507	8738864	11208711	9126479	合　　計	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	599577664	576345882	622180376	658346465	620880625	653155218	676631571	

金額　 (百万円)









生命・応用	2016	189704454	物理工学	2016	76689397	電気・機械	2016	111661505	情報工学	2016	140412957	社会工学	2016	110198200	共同ナノ	2016	12053400	若手イノ	2016	26785179	その他	2016	9126479	金額（百万円）



5項(4)

		（４）本学専攻別の研究者当たりの科研費獲得額及び件数（平成29年度） ホンガク センコウ ベツ ケンキュウシャ ア カケン ヒ カクトク ガク オヨ ケンスウ ヘイセイ ネンド







































































				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		金額 キンガク		189,704,454		76,689,397		111,661,505		140,412,957		110,198,200

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの金額 ケンキュウシャ ア キンガク		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749

		専任教員数（Ｈ29.5.1） センニン キョウイン スウ



				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		件数 ケンスウ		48		25		47		50		37

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの件数 ケンキュウシャ ア ケンスウ		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73





				生命・応用化学 セイメイ オウヨウ カガク		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		万円/人 マン エン ニン		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749











		件/人 ケン ニン		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73

		金額平均 キンガク ヘイキン		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298

		件数平均 ケンスウ ヘイキン		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81





万円/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	2529392.7200000002	2191125.6285714284	1830516.475409836	3424706.2682926827	2160749.0196078434	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	件/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0.64	0.7142857142857143	0.77049180327868849	1.2195121951219512	0.72549019607843135	万円/人

件/人

金額平均

件数平均

242

0.81



5項(5)

		(5) 共同研究費受入額及び件数の推移 キョウドウ ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク オヨ ケンスウ スイイ





































				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		388,976,900		490,260,329		860,837,573		544,623,799		524,376,003		524,376,003		524,376,003

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		40,927,928		50,977,194		33,552,681		57,535,820		83,441,570		83,441,570		83,441,570

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		8,572,136		10,115,800		63,289,691		54,369,398		46,677,000		46,677,000		46,677,000

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

																		294



				◆件数◆ ケンスウ

				区　　分		Ｈ22（件） ケン		Ｈ23（件） ケン		Ｈ24（件） ケン		Ｈ25（件） ケン		Ｈ26（件） ケン		Ｈ26（件） ケン

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		204		221		221		218		238		238

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		8		9		8		9		7		7

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		2		7		9		11		5		5

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		250		294





				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		271		294

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

		（6）受託研究費受入額の推移 ジュタク ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク スイイ























																		（単位：円） タンイ エン

				区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

				元データ モト												（単位：円） タンイ エン

				区　　分		Ｈ22		Ｈ23		Ｈ24		Ｈ25		Ｈ26		Ｈ27		Ｈ28

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823



&P	


金額	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	438476964	551353323	957679945	656529017	654494573	680949643	756380632	件数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	214	237	238	238	250	271	294	

件　数





金　額（  百 万円）









受託研究受入額の推移



府省/研究開発法人等	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	908189338	951809974	594079817	818633100	424418045	478681716	736862531	民間企業	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2850000	8304250	13299000	14356000	3530000	4140000	13667292	合計	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	911039338	960114224	607378817	832989100	427948045	482821716	750529823	

金　額（百万円）









■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者費



5項(7)

		(7）学内研究推進経費・科研費・共同研究費・受託研究費合計額の推移 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ カケン ヒ キョウドウ ケンキュウ ヒ ジュタク ケンキュウ ヒ ゴウケイ ガク スイイ



																		（単位：円） タンイ エン

				区分 クブン		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				科研費 カケン ヒ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

				共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

				学内研究推進経費 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ		40,000,000		40,000,000		55,000,000		55,000,000		45,000,000		45,000,000		46,000,000

				合計 ゴウケイ		1,989,093,966		2,127,813,429		2,242,239,138		2,202,864,582		1,748,323,243		1,861,926,577		2,229,542,026

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ



		（8）学内研究推進経費・科研費・共同研究費・受託研究費の割合の推移 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ カケン ヒ キョウドウ ケンキュウ ヒ ジュタク ケンキュウ ヒ ワリアイ スイイ
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4項(2)_データ6校(ESI)

		Name		Rank		Web of Science Documents		Category Normalized Citation Impact		% Documents in Top 10%		% Documents in Top 1%		% International Collaborations		International Collaborations		Impact Relative to World		Citation Impact		Times Cited		% Docs Cited		% Industry Collaborations		Publication Year				3年移動平均 ネン イドウ ヘイキン		Web of Science Documents★総数		International Collaborations★総数 ソウスウ

		Global Baseline		n/a		898223		1		9.86		0.99		18.73		168198		2.683		29.79		26756895		91.47		1.85		2004

		Global Baseline		n/a		945808		1		9.9		0.99		18.9		178805		2.54		28.19		26665246		91.69		1.82		2005

		Global Baseline		n/a		998593		1		9.86		0.99		19.35		193256		2.36		26.21		26168159		91.98		1.78		2006

		Global Baseline		n/a		1049045		1		9.81		0.99		19.74		207124		2.188		24.29		25482275		91.68		1.72		2007

		Global Baseline		n/a		1124181		1		9.82		0.99		20.01		224972		1.969		21.86		24573306		91.19		1.72		2008

		Global Baseline		n/a		1172371		1		9.85		0.99		20.63		241822		1.775		19.71		23104182		91.12		1.7		2009

		Global Baseline		n/a		1213311		1		9.76		0.99		21.43		260068		1.562		17.34		21034320		90.79		1.65		2010

		Global Baseline		n/a		1289084		1		9.78		0.99		22.04		284063		1.301		14.44		18620327		89.92		1.6		2011

		Global Baseline		n/a		1363576		1		9.72		0.98		22.47		306454		1.052		11.68		15922868		88.44		1.54		2012

		Global Baseline		n/a		1438849		1		9.5		0.97		23.27		334772		0.788		8.75		12585386		86.2		1.48		2013

		Global Baseline		n/a		1479339		1		9.21		0.96		24.11		356678		0.527		5.85		8650617		80.97		1.42		2014

		Global Baseline		n/a		1526233		1		8.79		0.93		25		381526		0.257		2.86		4360084		66.79		1.34		2015

		Global Baseline		n/a		1483615		1		7.05		0.83		26.52		393518		0.053		0.59		872404		27.96		1.38		2016

		Nara Institute of Science & Technology		1		373		1.15		12.06		2.14		16.62		62		1.762		37.97		14164		92.23		3.22		2004

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.21		14.25		1.81		15.8		61		1.736		35.38		13657		91.45		4.92		2005				2004-2006		383		67

		Nara Institute of Science & Technology		1		389		1.26		14.14		1.8		19.79		77		1.98		37.87		14733		90.49		4.88		2006				2005-2007		387		63

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.32		13.99		2.07		13.21		51		1.865		33.03		12750		94.3		5.96		2007				2006-2008		388		64

		Nara Institute of Science & Technology		1		388		1.13		12.11		0.77		16.49		64		1.516		24.53		9517		95.88		4.9		2008				2007-2009		373		59

		Nara Institute of Science & Technology		1		346		1.09		11.85		0.87		18.21		63		1.576		23.01		7962		95.66		5.78		2009				2008-2010		354		72

		Nara Institute of Science & Technology		1		329		1.39		16.41		2.74		26.75		88		1.988		25.74		8470		92.71		3.04		2010				2009-2011		334		74

		Nara Institute of Science & Technology		1		326		1.32		15.03		2.45		21.78		71		1.816		19.85		6470		95.4		4.29		2011				2010-2012		322		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		311		1.01		12.22		0.64		21.86		68		1.389		12.28		3819		91.96		3.54		2012				2011-2013		323		73

		Nara Institute of Science & Technology		1		332		1.08		12.95		0.9		24.4		81		1.562		10.44		3467		92.17		2.71		2013				2012-2014		328		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		340		1.07		11.47		1.76		23.53		80		1.483		6.66		2263		85.88		3.24		2014				2013-2015		340		85

		Nara Institute of Science & Technology		1		348		1.06		8.91		0.86		27.01		94		1.466		3.3		1148		74.71		2.3		2015				2014-2016		346		94

		Nara Institute of Science & Technology		1		350		1.15		10		2		30.57		107		1.523		0.74		260		31.71		2		2016

		Tokyo Institute of Technology		2		2628		1.03		9.74		0.99		22.72		597		1.192		25.68		67490		92.47		3.54		2004

		Tokyo Institute of Technology		2		2592		1.02		10.03		1.16		23.03		597		1.203		24.52		63555		91.71		3.2		2005				2004-2006		2575		591

		Tokyo Institute of Technology		2		2504		1.04		9.78		1.2		23.12		579		1.244		23.79		59579		92.09		3.55		2006				2005-2007		2504		595

		Tokyo Institute of Technology		2		2415		1.04		10.19		1.2		25.22		609		1.266		22.42		54146		91.72		3.44		2007				2006-2008		2474		609

		Tokyo Institute of Technology		2		2502		1.2		12.15		1.44		25.5		638		1.448		23.43		58625		92.45		4.8		2008				2007-2009		2440		641

		Tokyo Institute of Technology		2		2403		1.12		11.99		1.37		28.17		677		1.494		21.81		52420		93.3		3.66		2009				2008-2010		2414		663

		Tokyo Institute of Technology		2		2336		1.13		11.56		1.46		28.81		673		1.522		19.71		46046		94.01		3.98		2010				2009-2011		2377		680

		Tokyo Institute of Technology		2		2392		1.08		11.04		1.13		28.85		690		1.453		15.88		37991		92.22		3.26		2011				2010-2012		2362		722

		Tokyo Institute of Technology		2		2358		1.24		10.47		1.27		34.01		802		1.707		15.09		35573		90.25		3.18		2012				2011-2013		2378		760

		Tokyo Institute of Technology		2		2384		1.07		10.91		1.26		33.01		787		1.468		9.81		23385		87.12		2.77		2013				2012-2014		2395		816

		Tokyo Institute of Technology		2		2444		1.07		10.76		1.19		35.11		858		1.504		6.75		16502		85.56		3.03		2014				2013-2015		2410		830

		Tokyo Institute of Technology		2		2401		1.17		10.7		1.67		35.19		845		1.661		3.74		8972		74.01		3.67		2015				2014-2016		2411		858

		Tokyo Institute of Technology		2		2388		1.33		9.84		1.13		36.43		870		1.865		0.91		2172		33.88		2.97		2016

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		593		0.83		7.59		0.34		20.74		123		1.1		23.71		14060		94.6		2.53		2004

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		569		0.89		7.73		0.88		23.02		131		1.114		22.7		12915		94.55		2.99		2005				2004-2006		590		131

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		608		0.83		7.24		0.49		22.86		139		1.069		20.45		12433		95.07		4.61		2006				2005-2007		614		142

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		665		0.96		8.72		1.65		23.31		155		1.165		20.63		13719		93.23		3.76		2007				2006-2008		676		151

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		754		0.78		6.1		0.53		21.22		160		0.975		15.78		11897		91.51		1.72		2008				2007-2009		695		155

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		667		0.81		6.75		0.45		22.34		149		1.204		17.59		11734		93.7		2.7		2009				2008-2010		692		147

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		655		0.77		6.26		0.46		20.31		133		0.974		12.61		8259		92.21		2.6		2010				2009-2011		659		134

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		654		0.74		5.5		0.15		18.2		119		0.919		10.05		6572		90.06		1.22		2011				2010-2012		660		139

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		672		0.78		5.51		0.6		24.4		164		0.998		8.82		5929		88.69		1.49		2012				2011-2013		691		157

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		746		0.87		7.1		0.4		25.2		188		1.122		7.5		5596		89.54		0.94		2013				2012-2014		693		172

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		661		0.94		7.11		1.21		24.81		164		1.18		5.3		3503		82.75		2.42		2014				2013-2015		700		181

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		693		0.8		5.92		0.29		27.56		191		1.1		2.47		1715		67.68		1.15		2015				2014-2016		677		183

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		676		0.74		5.18		0.59		28.85		195		0.931		0.45		307		25.89		1.18		2016

		Kyushu Institute of Technology		4		354		0.77		6.21		0.56		19.77		70		0.853		18.39		6510		88.14		2.26		2004

		Kyushu Institute of Technology		4		358		0.77		6.42		0.56		22.63		81		0.783		15.95		5711		86.87		3.63		2005				2004-2006		352		73

		Kyushu Institute of Technology		4		343		0.6		3.5		0.29		20.12		69		0.688		13.15		4512		89.21		5.25		2006				2005-2007		344		70

		Kyushu Institute of Technology		4		332		0.61		4.22		0.3		17.77		59		0.671		11.89		3947		87.05		2.11		2007				2006-2008		332		68

		Kyushu Institute of Technology		4		322		0.82		6.83		1.55		23.6		76		0.828		13.41		4317		92.24		3.11		2008				2007-2009		322		67

		Kyushu Institute of Technology		4		311		0.73		4.82		0.96		20.9		65		0.8		11.69		3635		87.46		3.54		2009				2008-2010		311		73

		Kyushu Institute of Technology		4		300		0.46		2		0		26.33		79		0.589		7.63		2289		84.33		4		2010				2009-2011		289		67

		Kyushu Institute of Technology		4		255		0.57		3.92		0.39		22.75		58		0.732		8		2041		84.71		1.57		2011				2010-2012		273		69

		Kyushu Institute of Technology		4		263		0.79		7.98		1.14		26.62		70		0.936		8.27		2176		85.93		3.8		2012				2011-2013		281		76

		Kyushu Institute of Technology		4		324		0.7		6.79		0.31		30.86		100		0.888		5.94		1924		79.94		2.47		2013				2012-2014		307		90

		Kyushu Institute of Technology		4		334		1.05		9.28		2.1		29.64		99		1.529		6.87		2293		78.44		4.79		2014				2013-2015		321		97

		Kyushu Institute of Technology		4		304		0.81		4.93		0.66		29.93		91		1.143		2.57		782		63.82		2.96		2015				2014-2016		309		95

		Kyushu Institute of Technology		4		289		0.85		7.61		1.04		32.87		95		1.107		0.54		156		23.18		0.69		2016

		Nagoya Institute of Technology		5		458		0.74		4.8		0.44		11.79		54		0.802		17.28		7914		88.65		3.06		2004

		Nagoya Institute of Technology		5		495		0.7		5.45		0.61		14.14		70		0.772		15.73		7786		90.51		4.24		2005				2004-2006		477		66

		Nagoya Institute of Technology		5		479		0.66		5.64		0.21		15.24		73		0.73		13.97		6694		89.35		3.97		2006				2005-2007		463		75

		Nagoya Institute of Technology		5		415		0.73		5.78		0.48		19.52		81		0.83		14.7		6101		89.4		2.17		2007				2006-2008		445		85

		Nagoya Institute of Technology		5		441		0.63		4.08		0.23		22.68		100		0.78		12.62		5564		90.25		4.08		2008				2007-2009		422		88

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.67		3.9		0.49		20.49		84		0.866		12.64		5184		90		2.44		2009				2008-2010		420		90

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.65		4.88		0		20.73		85		0.824		10.68		4378		88.78		3.41		2010				2009-2011		405		91

		Nagoya Institute of Technology		5		395		0.69		5.82		0.25		26.33		104		0.884		9.66		3816		90.63		2.53		2011				2010-2012		421		98

		Nagoya Institute of Technology		5		459		0.65		4.36		0		23.09		106		0.873		7.72		3542		86.06		2.18		2012				2011-2013		432		102

		Nagoya Institute of Technology		5		443		0.73		5.87		0.68		21.44		95		1.011		6.76		2993		85.55		2.26		2013				2012-2014		438		100

		Nagoya Institute of Technology		5		412		0.73		5.83		0		24.03		99		1.064		4.78		1968		83.25		3.16		2014				2013-2015		421		97

		Nagoya Institute of Technology		5		407		0.77		6.39		0.49		23.59		96		1.315		2.96		1204		65.85		1.23		2015				2014-2016		415		107

		Nagoya Institute of Technology		5		425		0.72		6.59		0		29.65		126		0.979		0.48		203		25.88		2.35		2016

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.6		5		0		25.63		82		0.664		14.32		4581		85.94		2.81		2004

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.83		6.88		0.94		20.63		66		1.002		20.43		6537		87.5		4.38		2005				2004-2006		324		77

		Toyohashi University of Technology		5		331		0.62		6.04		0.3		24.77		82		0.707		13.52		4475		84.89		1.51		2006				2005-2007		310		71

		Toyohashi University of Technology		5		279		0.7		5.38		0.36		23.3		65		0.771		13.65		3808		90.68		1.08		2007				2006-2008		293		74

		Toyohashi University of Technology		5		268		0.72		7.09		0.37		27.99		75		0.903		14.61		3916		89.93		2.61		2008				2007-2009		264		65

		Toyohashi University of Technology		5		244		0.65		3.69		0		22.95		56		0.813		11.87		2897		91.8		1.23		2009				2008-2010		257		62

		Toyohashi University of Technology		5		259		0.61		3.86		0		20.85		54		0.869		11.25		2915		87.64		1.54		2010				2009-2011		239		55

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.67		5.12		0.47		26.05		56		0.9		9.84		2116		91.16		2.79		2011				2010-2012		228		56

		Toyohashi University of Technology		5		211		0.63		4.74		0		27.49		58		0.825		7.29		1538		87.68		2.84		2012				2011-2013		214		54

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.69		5.12		0.47		21.86		47		0.968		6.47		1391		85.58		0.93		2013				2012-2014		215		45

		Toyohashi University of Technology		5		218		0.67		3.21		0		13.3		29		0.989		4.44		968		79.36		0.92		2014				2013-2015		213		42

		Toyohashi University of Technology		5		207		0.71		3.86		0		24.15		50		0.973		2.19		453		59.42		2.42		2015				2014-2016		215		47

		Toyohashi University of Technology		5		220		1.02		7.73		0.91		28.64		63		1.407		0.69		151		29.55		3.18		2016

		Filter Summary:

		Dataset: InCites Dataset

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		Exported date  2017-04-18. 

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 
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はじめに 


 


本調査資料は、文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下 NISTEP）が2016年11月に発


表した、「日本の科学研究力の現状と課題」（ NISTEPブックレット-1（ver.4））の内容に照ら


して、名古屋工業大学として観た場合の、研究に関わる状況を評価したものである。  


ただし、データの入手性や評価指標の観点から、当該レポートのすべての項目に対応は出来


ていない。 


 


また、本調査資料の１．項目「論文生産の量と質から見た本学の研究力」及び２．項目  


の「研究領域レベルで見た本学の状況」において設定している研究分野は、 NISTEPが研究ポ


ートフォリオ8分野としたものを用いている。  


 


この8分野は、Clarivate Analytics社（旧トムソン・ロイター社）の Web of Science 


データベース収録論文を Essential Science Indicator （ESI）22分野に集約した研究分野


のうち、自然科学系の19分野をNISTEPが研究力の評価分析対象として研究ポートフォリオ


8分野に対応したものである。その分類を表に示す。  


 


 


No. 研究ポートフォリオ 8 分野 集約した ESI22 分野 


PF1 化学  化学 


PF2 材料科学 材料科学 


PF3 物理学  物理学、宇宙科学 


PF4 計算機科学・数学 計算機科学、数学 


PF5 工学  工学 


PF6 環境・地球科学 環境/生態学、地球科学 


PF7 臨床医学 臨床医学、精神医学/心理学 


 


PF8 


 


基礎生命科学 


農業科学、生物学・生化学、免疫学、微生物


学、 


分子生物学・遺伝学、神経科学・行動学、薬理


学・毒性学、植物・動物学  


（注）経済学・経営学、複合領域、社会科学は除いている。本文中では分野名を略記する場合がある。  


出典：トムソン・ロイター “Essential Science Indicators ”ジャーナルの分類は以下による。  


http://incites-help.isiknowledge.com/incitesLive/ESIGroup/overviewESI/esiJournalsList.html  


（MJL2015_MarchUpdate） 


「研究論文に着目した日本の大学ベンチマーキング 2015」（調査資料-243）＜本編＞10頁表6コピーを引用した。 
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1項(1)

		1. 論文生産の量と質から見た本学の研究力



		(1) 名工大のTOP1％論文数の推移 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ





		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0

		物理学 ブツリガク				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		材料科学 ザイリョウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		工学 コウガク				0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ				2		2		3		3		1		1		0		1		0		1		0





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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名工大のTOP1％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(2)

		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ











		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較 (2/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	11	13	11	14	13	16	14	15	16	14	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工	業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	3	3	3	3	3	5	5	4	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	5	5	5	4	3	4	3	3	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	3	3	2	1	0	0	1	1	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	1	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	名古屋工業大学	2004-2	006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	3	2	4	4	5	4	4	3	2	3	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	4	4	4	2	1	0	1	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-200	8	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学 0 	0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(3)

		(3) 名工大のTOP10％論文数の推移比較 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ ヒカク



		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				6		7		9		7		8		10		11		11		9		13		15

		材料科学 ザイリョウ カガク				7		9		7		5		3		3		3		3		3		2		2

		物理学 ブツリガク				7		4		3		3		3		3		2		3		4		3		2

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				1		4		4		4		2		1		1		1		3		2		1

		工学 コウガク				3		3		2		3		2		3		2		3		4		5		5

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		1		1		1		2		2		1		1		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				2		2		1		1		1		1		2		4		4		3		2

		合計 ゴウケイ				26		30		28		25		22		24		23		27		27		28		27



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                         Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大のTOP10％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(4)

		(4) 国立工科系大学TOP10%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ























































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ





















































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



































&P	


化学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	65	61	65	62	66	56	55	56	60	63	59	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	9	10	7	7	9	10	10	9	8	8	10	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	14	14	13	11	11	10	10	10	11	11	8	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	8	8	6	5	3	3	2	2	1	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	3	4	4	3	2	1	3	8	10	9	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	32	34	37	33	29	25	23	20	17	17	21	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	6	5	3	1	1	2	3	3	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009	-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	4	3	2	1	2	2	2	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	5	7	6	5	4	3	3	3	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20	22	24	30	34	35	31	26	27	30	35	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	2	3	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	18	21	24	21	17	11	9	11	12	10	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	5	6	6	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	6	8	7	6	5	4	3	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	16	12	14	16	19	17	13	15	15	15	11	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	4	5	6	4	4	4	4	5	6	6	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工	業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	年



報



物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(5)

		(5) 大学構造の分析 ダイガク コウゾウ ブンセキ

		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(1/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		化学 カガク

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																																		奈先端 ナ センタン		0.05		○		11.8		▼



		[Q3]														東工大 トウコウダイ		0.39		▼		8.92		▼		農工大 ノウコウダイ		0.1		▼		6.02		▼		名工大 メイコウ ダイ		0.07		▼		7.96		◎		豊技大 トヨ ギダイ		0.04		▼		6.3		▼

																																														九工大 キュウ コウダイ		0.03		▼		8.56		◎

		[Q4]



		[Q5]







		物理学

				物理学 ブツリガク		[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]				東工大 トウコウダイ		0.62		▼		13.63		◎



		[Q2]																																		農工大 ノウコウダイ		0.08		▼		10.89		▼



		[Q3]



		[Q4]																																		奈先端 ナ サキ タン		0.05		▼		4.8		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.07		▼		5.71		▼

																																				名工大 メイコウダイ		0.09		▼		3.73		▼

		[Q5]																																												豊技大 トヨ ワザ ダイ		0.04		▼		2.94		◎







		基礎生命科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		15.28		○



		[Q2]																																		東工大 トウコウダイ		0.07		▼		10.06		○



		[Q3]																																												豊技大 トヨ ギダイ		0.01		▼		7.56		○



		[Q4]																																		農工大 ノウコウダイ		0.07		▼		4.58		▼		九工大 キュウ コウダイ		0.01		▼		5.53		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.01		▼		4.43		◎

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(2/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ

				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		材料科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.38		▼		9.19		▼																						奈先端 ナ サキ タン		0.03		▼		9.77		▼



		[Q3]



		[Q4]																								名工大 メイコウダイ		0.14		▼		3.85		▼		豊技大 トヨ ギ ダイ		0.08		▼		5.11		▼		農工大 ノウコウダイ		0.04		▼		5.87		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		4.19		◎

		[Q5]







		工学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.28		▼		9.12		○



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		▼		8.35		○		奈先端 ナ サキ タン		0.02		▼		6.51		▼



		[Q4]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.05		▼		4.17		◎		豊技大 トヨ ギ オオ		0.04		▼		5.21		○

																																				名工大 メイコウダイ		0.05		▼		5.69		◎

		[Q5]







		計算機・数学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.19		▼		8.33		▼



		[Q3]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		7.01		▼



		[Q4]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		4.74		▼

																																														農工大 ノウコウダイ		0.02		▼		4.61		◎

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.02		▼		4.37		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.04		▼		4.35		○

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(3/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		環境・地球科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.15		▼		10.44		▼



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		◎		8.38		▼		豊技大 トヨ ギ オオ		0.01		▼		7.5		◎



		[Q4]																																												名工大 メイコウダイ		0.01		▼		3.95		▼



		[Q5]



		臨床医学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.00		▼		15.45		○



		[Q2]																																																										0.01

																																																												0

		[Q3]																																												農工大 ノウコウダイ		0.01		○		6.71		◎						0

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.00		◎		7.61		◎						0.01

																																														名工大 メイコウダイ		0.00		○		6.67		▼

		[Q4]																																												東工大 トウコウダイ		0.01		○		5.47		▼



		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学



1項(6)

		(6) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		　　　における8分野毎の論文数シェアの推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		934386		602734		337524		2346052		561443		384683		418082		2560628

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		735		576		612		216		343		168		36		48

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.08		0.10		0.18		0.01		0.06		0.04		0.01		0.00

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		1117023		659398		488339		2848999		781321		484742		578813		3363057

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		772		550		504		213		343		154		40		72

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.07		0.08		0.10		0.01		0.04		0.03		0.01		0.00

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移 

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	7.8661281312005962E-2	9.5564544226806519E-2	0.18132043943541792	9.2069570495453643E-3	6.109257751900015E-2	4.3672322405721074E-2	8.6107510009998042E-3	1.8745401518689947E-3	



第2期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.9112274322014861E-2	8.3409412828064383E-2	0.10320699350246448	7.4763101004949456E-3	4.3900010367057839E-2	3.1769477371467708E-2	6.910694818533793E-3	2.1409092977014662E-3	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項(7)

		(7) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		における8分野毎のQ値の推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.84		9.82		9.7		9.14		9.34		9.69		9.61		8.83

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		6.39		3.99		5.56		2.31		4.08		4.17		5.56		8.33

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.73		9.08		9.45		8.04		8.89		8.5		9.13		7.46

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		9.46		3.45		1.79		6.57		7.29		4.55		2.5		5.56

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.84	9.82	9.6999999999999993	9.14	9.34	9.69	9.61	8.83	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.39	3.99	5.56	2.31	4.08	4.17	5.56	8.33	



第2期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.73	9.08	9.4499999999999993	8.0399999999999991	8.89	8.5	9.1300000000000008	7.46	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	9.4600000000000009	3.45	1.79	6.57	7.29	4.55	2.5	5.56	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項（8）

				(8)研究費の違いによる論文数とＣＮＣＩの傾向 ケンキュウ ヒ チガ ロンブン スウ ケイコウ



				　　ａ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文数の推移比較 ヒカク

























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				論文数		科研費		34		61		84		76		109		103		104		107		134

						科研費以外		610		562		538		439		542		516		547		518		477

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

				Funding Agency Type:  Funded



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 









				　　ｂ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文のCNCIの推移比較 ヒカク



























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				CNCI		科研費		0.86		0.98		0.83		0.8		0.72		0.57		0.72		0.77		0.59

						科研費以外		0.87		0.61		0.71		0.69		0.7		0.89		0.74		0.75		0.69

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


論文数/科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	34	61	84	76	109	103	104	107	134	論文数/科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	610	562	538	439	542	516	547	518	477	年度

論文数

CNCI 科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.86	0.98	0.83	0.8	0.72	0.56999999999999995	0.72	0.77	0.59	0 科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.87	0.61	0.71	0.69	0.7	0.89	0.74	0.75	0.69	年度

ＣＮＣＩ



2項(1)

		2. 研究領域レベルで見た本学の状況 ケンキュウ リョウイキ ミ ホンガク ジョウキョウ

		(1) 世界で注目を集めている研究領域 セカイ チュウモク アツ ケンキュウ リョウイキ



















































































		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				0.71		0.74		0.75		0.70		0.72		0.79		0.83		0.84		0.77		0.90		0.97

		材料科学 ザイリョウ カガク				0.72		0.78		0.70		0.67		0.69		0.65		0.65		0.54		0.54		0.50		0.46

		物理学 ブツリガク				0.81		0.60		0.61		0.61		0.61		0.58		0.55		0.60		0.68		0.67		0.59

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0.28		0.60		0.63		0.71		0.49		0.40		0.40		0.58		0.76		0.72		0.52

		工学 コウガク				0.65		0.60		0.65		0.71		0.65		0.66		0.65		0.82		0.88		0.86		0.80

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0.55		0.53		0.69		0.91		0.87		0.79		0.66		0.59		0.50		0.32		0.23

		臨床医学 リンショウ イガク				0.38		0.53		0.62		0.88		0.83		0.95		0.81		0.84		0.67		0.59		0.44

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0.67		0.61		0.50		0.44		0.54		0.57		0.87		0.98		1.05		1.01		0.86

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大の研究領域毎の相対被引用数（CNCI）の推移比較

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.71	0.73666666666666669	0.7533333333333333	0.70333333333333325	0.72000000000000008	0.78666666666666663	0.82666666666666666	0.84	0.77333333333333343	0.90333333333333332	0.97333333333333327	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.72333333333333327	0.77999999999999992	0.69666666666666677	0.66666666666666663	0.68666666666666665	0.65	0.65	0.54333333333333333	0.53666666666666674	0.5033333333333333	0.45666666666666672	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.81333333333333335	0.60333333333333339	0.61	0.61333333333333329	0.61	0.57999999999999996	0.54999999999999993	0.60333333333333339	0.67666666666666675	0.67333333333333334	0.58666666666666667	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.27666666666666667	0.6	0.63	0.71333333333333337	0.48666666666666664	0.40333333333333332	0.39999999999999997	0.57666666666666666	0.7599999999999999	0.72000000000000008	0.52	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.65333333333333332	0.60333333333333328	0.64666666666666661	0.71333333333333337	0.65	0.66	0.64666666666666661	0.81666666666666676	0.87666666666666682	0.8633333333333334	0.79666666666666675	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.54666666666666675	0.52999999999999992	0.68666666666666665	0.90666666666666662	0.87333333333333341	0.79	0.66	0.59333333333333338	0.5033333333333333	0.31666666666666665	0.23333333333333331	臨床医学	2004-2006	2005-2007	20	06-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.37666666666666665	0.52666666666666673	0.62333333333333329	0.8833333333333333	0.83	0.95000000000000007	0.81	0.84	0.66999999999999993	0.59333333333333338	0.44333333333333336	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.66666666666666663	0.60666666666666658	0.49666666666666665	0.44333333333333336	0.53666666666666663	0.57333333333333336	0.8666666666666667	0.97666666666666668	1.0466666666666666	1.0066666666666666	0.86333333333333329	年









化学

工学



2項(2)

		(2) 名工大における被引用数順位％と論文数の分布 メイコウダイ ヒ インヨウ スウ ジュンイ ロンブン スウ ブンプ

		　　(第1期 vs 第2期中期計画比較)



		対象論文数：3212報 タイショウ ロンブン スウ ホウ













				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				553		351		328		332		363

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				350		296		254		226		159

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2010]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



		対象論文数：2653報 タイショウ ロンブン スウ ホウ





				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				734		219		294		199		218

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				275		220		175		167		152



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2011, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


2011～2016年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	734	219	294	199	218	275	220	175	167	152	

論文数







2004～2010年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	553	351	328	332	363	350	296	254	226	159	

論文数







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\2.研究領域レベルで見た本学の状況\名工大論文詳細PSA調査.xlsx

Ｔｏｐ１０％


Ｔｏｐ１０％




3項（1）

		3. 名工大の研究の国際化 メイコウダイ ケンキュウ コクサイ カ



		 (1) 国際共著論文のトレンド コクサイ キョウチョ ロンブン























































		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22		21		19		29

		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19		20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11		11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26		25		29		26

		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12		14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8		8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3		4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3		3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105		106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ																																																				2012-2014		2013-2015		2014-2016







		 (2)名工大における研究分野別の国際共著率の推移 メイコウダイ ケンキュウ ブンヤ ベツ コクサイ トモ リツ スイイ																																																				126		127		135

																																																						98		85		85

																																																						42		37		33

																																																						96		92		80

																																																						58		58		65

																																																						33		33		34

																																																						7		5		6

																																																						11		12		11

																																																						471		449		449

																																		[グラフ用：名工大] ヨウ メイコウダイ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22

																																		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26

																																		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3

																																		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3

																																		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				122		123		126		126		122		120		122		121

																																		物理学 ブツリガク				114		104		91		88		88		87		97		98

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				37		35		38		38		37		32		32		38

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				122		125		119		106		104		95		94		95

																																		工学 コウガク				58		63		69		69		68		58		55		52

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				27		31		34		39		45		45		41		32

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				5		5		6		5		7		7		9		7

																																		臨床医学 リンショウ イガク				7		8		8		8		8		12		13		13

																																		全分野 ゼンブンヤ				492		494		490		480		479		456		463		456





















		国際共著率 (%) コクサイ キョウチョ リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016																												2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				14.0		13.5		13.0		10.8		12.6		15.2		19.9		18.1		16.7		14.9		21.7																												21		19		29

		物理学 ブツリガク				15.5		20.8		22.7		23.9		22.3		23.0		20.3		19.7		20.1		21.1		23.2																												20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				17.9		17.3		23.0		20.2		20.5		25.0		26.0		29.2		26.0		29.1		32.0																												11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				11.2		13.0		17.9		23.9		25.7		25.7		24.8		27.4		26.3		31.5		32.0																												25		29		26

		工学 コウガク				11.4		15.9		18.8		23.8		20.2		21.1		20.1		23.1		24.9		25.3		25.8																												14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				11.0		12.0		14.9		14.5		14.7		17.2		20.3		26.0		23.2		24.0		25.7																												8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				40.0		46.7		58.8		56.3		52.4		40.9		44.4		50.0		60.0		60.0		68.4																												4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0.0		4.3		4.2		12.0		12.0		17.1		20.5		22.5		24.2		14.3		15.6																												3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				13.6		15.6		18.1		19.5		19.7		21.0		22.0		23.0		22.5		23.1		26.0																												106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


分野の国際共著論文数

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.972602739726025	13.513513513513514	12.9973474801061	10.8179	41952506596	12.568306010928962	15.235457063711911	19.891008174386922	18.131868131868131	16.666666666666664	14.921465968586389	21.674876847290641	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15.497076023391815	20.833333333333336	22.710622710622712	23.863636363636363	22.348484848484851	22.988505747126435	20.344827586206897	19.661016949152543	20.136518771331058	21.09375	23.228346456692915	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.857142857142858	17.30769230769231	23.008849557522122	20.17543859649123	20.535714285714285	25	26.041666666666668	29.20353982300885	25.984251968503933	29.09090909090909	31.999999999999996	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.232876712328768	13.031914893617023	17.927170868347339	23.89937106918239	25.723472668810288	25.704225352112676	24.822695035460992	27.368421052631582	26.297577854671278	31.521739130434785	31.950207468879672	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.428571428571429	15.873015873015872	18.75	23.78640776699029	20.197044334975367	21.14285714	2857142	20.121951219512198	23.076923076923077	24.855491329479769	25.287356321839077	25.773195876288657	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	10.975609756097562	11.956521739130434	14.851485148514854	14.529914529914532	14.705882352941178	17.164179104477615	20.325203252032523	26.041666666666668	23.232323232323232	24	25.742574257425744	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	40	46.666666666666664	58.82352941176471	56.25	52.380952380952387	40.909090909090914	44.444444444444443	50	60	60	68.421052631578945	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	4.3478260869565215	4.1666666666666661	12	12	17.142857142857142	20.512820512820511	22.499999999999996	24.242424242424239	14.285714285714288	15.625000000000004	年



％







化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17	16.666666666666668	16.333333333333332	13.666666666666666	15.333333333333334	18.333333333333332	24.333333333333332	22	21	19	29.333333333333332	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.666666666666668	21.666666666666668	20.666666666666668	21	19.666666666666668	20	19.666666666666668	19.333333333333332	19.666666666666668	18	19.666666666666668	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	6	8.6666666666666661	7.666666666666667	7.666666666666667	8	8.3333333333333339	11	11	10.666666666666666	10.666666666666666	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.666666666666666	16.333333333333332	21.333333333333332	25.333333333333332	26.666666666666668	24.333333333333332	23.333333333333332	26	25.333333333333332	29	25.666666666666668	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	10	13	16.333333333333332	13.666666666666666	12.333333333333334	11	12	14.333333333333334	14.666666666666666	16.666666666666668	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3.6666666666666665	5	5.666666666666667	6.666666666666667	7.666666666666667	8.3333333333333339	8.3333333333333339	7.666666666666667	8	8.6666666666666661	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2.3333333333333335	3.3333333333333335	3	3.6666666666666665	3	4	3.3333333333333335	4	3	4.333333333333333	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0.33333333333333331	0.33333333333333331	1	1	2	2.6666666666666665	3	2.6666666666666665	1.6666666666666667	1.6666666666666667	年





論文数









分野の論文総数

×100 ＝ ★[％]



3項（3）



		 (3) 国立工科大学における国際共著率の比較 (国際共著論文総数の比較) コクサイ キョウチョ リツ ヒカク コクサイ キョウチョ ロンブン ソウスウ ヒカク



																																		[グラフ用] ヨウ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				591		595		609		641		663		680		722		760		816		830		858

																																		奈良先端科学技術大学院大学				67		63		64		59		72		74		76		73		76		85		94

																																		東京農工大学				131		142		151		155		147		134		139		157		172		181		183

																																		豊橋技術科学大学				77		71		74		65		62		55		56		54		45		42		47

																																		九州工業大学				73		70		68		67		73		67		69		76		90		97		95

																																		名古屋工業大学				66		75		85		88		90		91		98		102		100		97		107

																																		全分野 ゼンブンヤ				1005		1016		1051		1075		1107		1101		1160		1222		1299		1332		1384

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				2575		2504		2474		2440		2414		2377		2362		2378		2395		2410		2411

																																		奈良先端科学技術大学院大学				383		387		388		373		354		334		322		323		328		340		346

																																		東京農工大学				590		614		676		695		692		659		660		691		693		700		677

																																		豊橋技術科学大学				324		310		293		264		257		239		228		214		215		213		215

																																		九州工業大学				352		344		332		322		311		289		273		281		307		321		309

																																		名古屋工業大学				477		463		445		422		420		405		421		432		438		421		415

																																		全分野 ゼンブンヤ				4701		4622		4608		4516		4448		4303		4266		4319		4376		4405		4373

































		国際共著論文率 コクサイ キョウチョ ロンブン リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学				23.0		23.8		24.6		26.3		27.5		28.6		30.6		32.0		34.1		34.4		35.6

		奈良先端科学技術大学院大学				17.5		16.3		16.5		15.8		20.3		22.2		23.6		22.6		23.2		25.0		27.2

		東京農工大学				22.2		23.1		22.3		22.3		21.2		20.3		21.1		22.7		24.8		25.9		27.0

		豊橋技術科学大学				23.8		22.9		25.3		24.6		24.1		23.0		24.6		25.2		20.9		19.7		21.9

		九州工業大学				20.7		20.3		20.5		20.8		23.5		23.2		25.3		27.0		29.3		30.2		30.7

		名古屋工業大学				13.8		16.2		19.1		20.9		21.4		22.5		23.3		23.6		22.8		23.0		25.8

		全分野 ゼンブンヤ				21.4		22.0		22.8		23.8		24.9		25.6		27.2		28.3		29.7		30.2		31.6

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.95145631067961	23.761980830670925	24.616006467259499	26.270491803278688	27.464788732394368	28.607488430795119	30.567315834038951	31.959629941126998	34.070981210855948	34.439834024896264	35.58689340522605	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.493472584856399	16.279069767441861	16.494845360824741	15.817694369973189	20.33898305084746	22.155688622754489	23.602484472049689	22.600619195046441	23.170731707317074	25	27.167630057803464	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.203389830508474	23.12703583061889	22.337278106508876	22.302158273381295	21.242774566473987	20.333839150227618	21.060606060606059	22.720694645441387	24.819624819624821	25.857142857142858	27.031019202363364	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	23.765432098765434	22.903225806451612	25.255972696245731	24.621212121212121	24.124513618677042	23.01255230125523	24.561403508771928	25.233644859813083	20.930232558139537	19.718309859154928	21.86046511627907	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20.738636363636363	20.348837209302324	20.481927710843372	20.80745341614907	23.472668810289392	23.183391003460208	25.274725274725274	27.046263345195733	29.31596091205212	30.218068535825545	30.744336569579289	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.836477987421384	16.198704103671709	19.101123595505616	20.85308056872038	21.428571428571427	22.469135802469136	23.277909738717341	23.611111111111111	22.831050228310502	23.040380047505938	25.783132530120483	年



％







3項（4）

		 (4) 本学の国際共著論文の相手国比較 ホンガク コクサイ キョウチョ ロンブン アイテコク ヒカク



				2005-2007年 ネン										2008-2010年 ネン										2011-2013年 ネン										2014‐2016年 ネン

		№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ

		1		日本 ニホン

作成者: 国際共著論文数		229		99.57				1		日本 ニホン		279		100.00				1		日本 ニホン		313		100.00				1		日本 ニホン		348		100.00

		2		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		37		16.09				2		中華人民共和国		70		25.09				2		中華人民共和国		77		24.60				2		中華人民共和国		68		19.54

		3		中華人民共和国		37		16.09				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		36		12.90				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		43		13.74				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		60		17.24

		4		インド		32		13.91				4		大韓民国		24		8.60				4		大韓民国		31		9.90				4		マレーシア		52		14.94

		5		イングランド		24		10.44				5		インド		24		8.60				5		イングランド		27		8.63				5		ドイツ		35		10.06

		6		シンガポール		21		9.13				6		イングランド		21		7.53				6		フランス		23		7.35				6		フランス		31		8.91

		7		大韓民国		14		6.09				7		フランス		19		6.81				7		マレーシア		22		7.03				7		イタリア		19		5.46

		8		ドイツ		13		5.65				8		ドイツ		14		5.02				8		ドイツ		20		6.39				8		大韓民国		18		5.17

		9		フランス		13		5.65				9		シンガポール		13		4.66				9		ベトナム		18		5.75				9		インド		15		4.31

		10		バングラデシュ		12		5.22				10		スコットランド		12		4.30				10		イタリア		9		2.88				10		イングランド		13		3.74

		11		カナダ		10		4.35				11		イタリア		9		3.23				11		インド		9		2.88				11		スペイン		12		3.45

		12		マレーシア		8		3.48				12		ポーランド		7		2.51				12		スコットランド		8		2.56				12		エジプト		10		2.87

		13		ブラジル		7		3.04				13		マレーシア		7		2.51				13		シンガポール		7		2.24				13		カナダ		9		2.59

		14		オーストラリア		5		2.17				14		エジプト		7		2.51				14		バングラデシュ		7		2.24				14		オーストラリア		8		2.30

		15		台湾		3		1.30				15		カナダ		7		2.51				15		カナダ		5		1.60				15		ベトナム		7		2.01

		16		スウェーデン		3		1.30				16		オーストラリア		6		2.15				16		スイス		4		1.28				16		オランダ		7		2.01

		17		スペイン		3		1.30				17		ニュージーランド		5		1.79				17		スロベニア		4		1.28				17		スウェーデン		6		1.72

		18		スコットランド		3		1.30				18		スペイン		4		1.43				18		フィンランド		4		1.28				18		サウジアラビア		5		1.44

		19		オランダ		3		1.30				19		スロベニア		4		1.43				19		ブラジル		4		1.28				19		フィンランド		5		1.44

		20		ベルギー		3		1.30				20		ロシア		4		1.43				20		ウクライナ		3		0.96				20		バングラデシュ		5		1.44

		21		ベトナム		2		0.87				21		ベトナム		3		1.08				21		タイ王国		3		0.96				21		トルコ		4		1.15

		22		タイ王国		2		0.87				22		ルーマニア		3		1.08				22		スペイン		3		0.96				22		タイ王国		4		1.15

		23		スリランカ		2		0.87				23		インドネシア		3		1.08				23		ポルトガル		3		0.96				23		台湾		4		1.15

		24		ロシア		2		0.87				24		ギリシャ		3		1.08				24		オランダ		3		0.96				24		ウクライナ		3		0.86

		25		ルーマニア		2		0.87				25		チリ		3		1.08				25		エジプト		3		0.96				25		ポーランド		3		0.86

		26		ポルトガル		2		0.87				26		台湾		2		0.72				26		トルコ		2		0.64				26		ノルウェー		3		0.86

		27		フィリピン		2		0.87				27		スウェーデン		2		0.72				27		台湾		2		0.64				27		ギリシャ		3		0.86

		28		ニュージーランド		2		0.87				28		イスラエル		2		0.72				28		スウェーデン		2		0.64				28		シンガポール		2		0.58

		29		イタリア		2		0.87				29		フィンランド		2		0.72				29		ポーランド		2		0.64				29		スコットランド		2		0.58

		30		キプロス		2		0.87				30		バングラデシュ		2		0.72				30		フィリピン		2		0.64				30		ルーマニア		2		0.58

		31		ウェールズ		1		0.44				31		オーストリア		2		0.72				31		ニュージーランド		2		0.64				31		フィリピン		2		0.58

		32		ウクライナ		1		0.44				32		ウェールズ		1		0.36				32		リトアニア		2		0.64				32		メキシコ		2		0.58

		33		スイス		1		0.44				33		ウクライナ		1		0.36				33		イスラエル		2		0.64				33		デンマーク		2		0.58

		34		グルジア民主共和国		1		0.44				34		トルコ		1		0.36				34		インドネシア		2		0.64				34		チュニジア		1		0.29

		35		イスラエル		1		0.44				35		スイス		1		0.36				35		チリ		2		0.64				35		タンザニア		1		0.29

		36		ハンガリー		1		0.44				36		南アフリカ共和国		1		0.36				36		ベルギー		2		0.64				36		スイス		1		0.29

		37		フィンランド		1		0.44				37		ポルトガル		1		0.36				37		チュニジア		1		0.32				37		南アフリカ共和国		1		0.29

												38		フィリピン		1		0.36				38		ロシア		1		0.32				38		ロシア		1		0.29

												39		ミャンマー		1		0.36				39		ルーマニア		1		0.32				39		ニュージーランド		1		0.29

												40		リトアニア		1		0.36				40		ノルウェー		1		0.32				40		リトアニア		1		0.29

												41		イラン		1		0.36				41		マケドニア共和国		1		0.32				41		イスラエル		1		0.29

												42		ハンガリー		1		0.36				42		イラン		1		0.32				42		アイルランド		1		0.29

												43		エストニア		1		0.36				43		チェコ		1		0.32				43		イラン		1		0.29

												44		デンマーク		1		0.36														44		クロアチア		1		0.29

												45		チェコ		1		0.36														45		ブラジル		1		0.29

												46		ブラジル		1		0.36														46		ベルギー		1		0.29

												47		ベルギー		1		0.36

				Schema:  Essential Science Indicators

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Time Period:  [2005, 2016]

				Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

				Exported date  2017-06-28. 

				InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

				3年間の合計（論文数） ネンカン ゴウケイ ロンブン スウ
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■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\4.本学の研究力の国際化\国際共著論文相手国調査_170627.xlsx



3項（5）

		 (5) 名工大における期間別海外派遣研究者の推移 メイコウダイ キカン ベツ カイガイ ハケン ケンキュウシャ スイイ

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		短期派遣数 タンキ ハケン スウ						531		519		631		640		583		548		489		407

		中・長期(6ケ月以上)派遣数 ナカ チョウキ ゲツ イジョウ ハケン スウ						11		9		8		14		15		11		7		8

		総数 ソウスウ						542		528		639		654		598		559		496		415		0

																						2017/5/24 国際企画室より コクサイ キカク シツ



&P	


総数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	542	528	639	654	598	559	496	415	中・長期(6ケ月以上)派遣数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	11	9	8	14	15	11	7	8	(年)



(人)







4項（1）

		４. 研究者数 ケンキュウ シャ スウ



		(1) 名工大研究者数の変遷
 メイコウダイ ケンキュウシャ スウ



















































								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		教員						354		354		353		356		351		343		341

		大学院博士課程(後期)在籍者 ダイガクイン ハカセ カテイ コウキ ザイセキシャ						243		243		244		231		206		194		178

		合計 ゴウケイ						597		597		597		587		557		537		519

																				2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ



		(2) 名工大男女別教員数の変遷
 メイコウダイ ダンジョ ベツ キョウイン スウ ヘンセン



















































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		男性 ダンセイ		356		367		368		359		349		336		334		334		330		332		326		321		320

		女性 ジョセイ		17		17		17		16		16		18		20		20		23		24		25		22		21

		女性比率 ジョセイ ヒリツ		4.6		4.4		4.4		4.3		4.4		5.1		5.6		5.6		6.5		6.7		7.1		6.4		6.2

		教員数合計 ア ケイ		373		384		385		375		365		354		354		354		353		356		351		343		341

																												2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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男性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	356	367	368	359	349	336	334	334	330	332	326	321	320	女性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17	17	17	16	16	18	20	20	23	24	25	22	21	女性比率	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.5576407506702417	4.4270833333333339	4.4155844155844157	4.2666666666666666	4.3835616438356162	5.0847457627118651	5.6497175141242941	5.6497175141242941	6.5155807365439093	6.7415730337078648	7.1225071225071224	6.4139941690962097	6.1583577712609969	

(人)



(%)







教員	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	354	354	353	356	351	343	34	1	大学院博士課程(後期)在籍者	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	243	243	244	231	206	194	178	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



4項（3）

																																						<元データ> モト

		(3) 名工大大学院博士課程入学者数の推移 メイコウダイ ダイガクイン ハカセ カテイ ニュウガク シャ スウ スイイ																																				博士前期課程 ハカセ ゼンキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士前期学生数 ハカセ ゼンキ ガクセイ スウ						1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						32		43		26		32		22		23		28		39

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						2.2%		3.2%		2.0%		2.4%		1.7%		1.8%		2.0%		2.6%







																																						博士後期課程 ハカセ コウキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士後期学生数 ハカセ コウキ ガクセイ スウ						243		243		244		231		206		194		178		151

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						99		95		107		108		90		77		74		73

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						40.7%		39.1%		43.9%		46.8%		43.7%		39.7%		41.6%		48.3%

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		学部(第一部・二部)学生数 ブ		4,970		4,966		4,816		4,833		4,717		4,563		4,433		4,362		4,236		4,228		4,199		4,181		4,121		0

		　男性 ダンセイ		4,371		4371		4264		4292		4188		4042		3905		3836		3704		3658		3604		3557		3481

		　女性 ジョセイ		599		595		552		541		529		521		528		526		532		570		595		624		640

		　女性比率 ジョセイ ヒリツ		12.0523138833		11.9814740234		11.4617940199		11.1938754397		11.214755141		11.4179268025		11.9106699752		12.0586886749		12.5590179415		13.481551561		14.1700404858		14.9246591724		15.5302111138

		博士課程(前期)入学者数 ハカセ カテイ ゼンキ ニュウガクシャ スウ		-		-		-		-		-		-		1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ														1,397		1,312		1,271		1,285		1,284		1,284		1,353		1,439

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ														97.8%		96.8%		98.0%		97.6%		98.3%		98.2%		98.0%		97.4%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ







































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		博士課程(後期)入学者数 ハカセ カテイ コウキ ゼンコウキ ニュウガクシャ スウ														243		243		244		231		206		194		178		151

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ		-		-		-		-		-		-		144		148		137		123		116		117		104		78

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ		-		-		-		-		-		-		59.3%		60.9%		56.1%		53.2%		56.3%		60.3%		58.4%		51.7%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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大学院博士課程(前期)入学者数の推移

博士課程(前期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1429	1355	1297	1317	1306	1307	1381	1478	　社会人を除く	1397	1312	1271	1285	1284	1284	1353	1439	　社会人を除く学生比率	0.97760671798460463	0.96826568265682655	0.97995373939861219	0.97570235383447224	0.98315467075038288	0.98240244835501145	0.97972483707458369	0.9736129905277402	

(人)







大学院博士課程(後期)入学者数の推移

博士課程(後期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	243	243	244	231	206	194	178	151	　社会人を除く	144	148	137	123	116	117	104	78	　社会人を除く学生比率	0.59259259259259256	0.60905349794238683	0.56147540983606559	0.53246753246753242	0.56310679611650483	0.60309278350515461	0.5842696629213483	0.51655629139072845	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



5項（1）

		5. 研究費 ケンキュウ ヒ

		(1) 名工大の論文算出への科研費の関与 メイコウダイ ロンブン サンシュツ カケン ヒ カンヨ

































		◇名工大 メイコウダイ

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		437		416		431		441		455		436		443

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		49		64		80		90		100		102		111

		科研費関与割合 ワリアイ		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ



		◇世界共著平均 セカイ キョウチョ ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		1610354		1674153		1748669		1836987		1913679		1965982		1980444

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		1203		1335		1470		2449		3958		5667		7634

		科研費関与割合 ワリアイ		0.07%		0.08%		0.08%		0.13%		0.21%		0.29%		0.39%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		◇日本平均 ニホン ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		科研費関与割合 ワリアイ		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2004, 2016]

		Exported date  2017-06-05.  Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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総論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	437	416	431	441	455	436	443	科研費関与論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	49	64	80	90	100	102	111	名工大・科研費関与割合	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均・科研費関与割合	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	

論文数

割合

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（2）

		(2) 国立工科大学における科研費関与論文の割合比較
 コクリツ コウカ ダイガク カケン ヒ カンヨ ロン ブン ワリアイ ヒカク







































				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学		-		-		-		-		12.97%		18.56%		22.73%		26.19%		29.73%		32.80%		36.23%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		2734		2660		2630		2593		2553		2505		2468		2474		2506		2521		2553

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		331		465		561		648		745		827		925

		奈良先端科学技術大学院大学		-		-		-		-		16.18%		21.65%		22.93%		27.93%		30.83%		34.32%		33.92%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		478		474		452		422		408		388		375		358		360		373		395

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		66		84		86		100		111		128		134

		東京農工大学		-		-		-		-		13.35%		18.30%		18.77%		21.32%		23.12%		27.60%		31.34%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		632		667		733		758		749		716		714		741		744		750		734

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		100		131		134		158		172		207		230

		豊橋技術科学大学		-		-		-		-		10.99%		16.98%		19.76%		23.48%		25.99%		31.86%		35.65%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		337		325		312		285		282		265		248		230		227		226		230

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		31		45		49		54		59		72		82

		九州工業大学		-		-		-		-		8.14%		12.58%		15.31%		19.87%		21.63%		22.89%		23.93%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		377		371		366		354		344		318		294		297		319		332		326

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		28		40		45		59		69		76		78

		名古屋工業大学		-		-		-		-		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		490		476		462		440		437		416		431		441		455		436		443

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		49		64		80		90		100		102		111

		日本平均 ニホン ヘイキン		0.0000217045		0.0000541583		0.0027951579		0.0087523819		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		92147		92322		93018		92889		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		200.00%		500.00%		26000.00%		81300.00%		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		　　　　　  　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		                           Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2008, 2016]

		Exported date  2017-06-08. 　Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.12965139052095573	0.18562874251497005	0.2273095623987034	0.26192400970088925	0.29728651237031123	0.32804442681475604	0.36231884057971014	奈良先端科学技術大学院大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.16176470588235295	0.21649484536082475	0.22933333333333333	0.27932960893854747	0.30833333333333335	0.34316353887399464	0.3392405063291139	東京農工大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.13351134846461948	0.18296089385474859	0.1876750700280112	0.21322537112010798	0.23118279569892472	0.27600000000000002	0.3133514986376022	豊橋技術科学大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.1099290780141844	0.16981132075471697	0.19758064516129031	0.23478260869565218	0.25991189427312777	0.31858407079646017	0.35652173913043478	九州工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	8.1395348837209308E-2	0.12578616352201258	0.15306122448979592	0.19865319865319866	0.21630094043887146	0.2289156626506024	0.2392638036809816	名古屋工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	年







■元データ

Share\25-科学研究力の現＜＞状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（3）

		(3)科研費獲得の推移（代表研究者のみ） カケン ヒ カクトク スイイ ダイヒョウ ケンキュウシャ





























														（単位：円） タンイ エン						組織改正による値 ソシキ カイセイ アタイ

		区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016				H28：新専攻 シン センコウ		金額 キンガク

		物質工学専攻 コウガク センコウ		71,490,000		90,948,883		82,262,466		69,844,555		77,985,029		83,544,858		144,837,204				生命・応用		189,704,454

		機能工学専攻 コウガク センコウ		181,710,000		150,073,903		150,037,073		110,615,682		115,173,131		114,124,662		97,577,659				物理工学		76,689,397

		情報工学専攻 コウガク センコウ		81,634,111		74,611,345		78,169,000		105,710,756		118,933,381		145,171,080		127,290,235				電気・機械		111,661,505

		社会工学専攻 コウガク センコウ		57,980,604		64,477,396		74,675,432		61,261,082		54,392,311		33,877,673		92,874,228				情報工学		140,412,957

		産業戦略工学専攻 コウガク センコウ		35,044,904		19,010,000		22,996,094		8,840,000		5,328,598		22,166,430		23,247,926				社会工学		110,198,200

		未来材料創成工学専攻 コウガク センコウ		125,485,336		114,647,064		93,929,343		117,264,338		92,451,603		88,911,308		80,026,560				共同ナノ		12,053,400

		創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 コウガク センコウ		29,592,709		44,117,291		56,095,000		55,079,355		62,272,547		57,820,566		62,812,701				若手イノ		26,785,179

		共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 カガク センコウ		-- 		-- 		-- 		84,023,196		56,056,066		56,004,416		12,053,400				その他 ホカ		9,126,479

		若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ ケンキュウ ヨウセイ		10,010,000		7,670,000		41,208,612		31,704,994		29,549,095		40,325,514		26,785,179				合計		676,631,571

		その他 タ		6,630,000		10,790,000		22,807,356		14,002,507		8,738,864		11,208,711		9,126,479

		合　　計 ア ケイ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

														　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ



&P	


物質工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	71490000	90948883	82262466	69844555	77985029	83544858	144837204	機能工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	181710000	150073903	150037073	110615682	115173131	114124662	97577659	情報工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	81634111	74611345	78169000	105710756	118933381	145171080	127290235	社会工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	57980604	64477396	74675432	61261082	54392311	33877673	92874228	産業戦略工学専攻	20	10	2011	2012	2013	2014	2015	2016	35044904	19010000	22996094	8840000	5328598	22166430	23247926	未来材料創成工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	125485336	114647064	93929343	117264338	92451603	88911308	80026560	創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	29592709	44117291	56095000	55079355	62272547	57820566	62812701	共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	84023196	56056066	56004416	12053400	若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10010000	7670000	41208612	31704994	29549095	40325514	26785179	その他	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	6630000	10790000	22807356	14002507	8738864	11208711	9126479	合　　計	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	599577664	576345882	622180376	658346465	620880625	653155218	676631571	

金額　 (百万円)









生命・応用	2016	189704454	物理工学	2016	76689397	電気・機械	2016	111661505	情報工学	2016	140412957	社会工学	2016	110198200	共同ナノ	2016	12053400	若手イノ	2016	26785179	その他	2016	9126479	金額（百万円）



5項(4)

		（４）本学専攻別の研究者当たりの科研費獲得額及び件数（平成29年度） ホンガク センコウ ベツ ケンキュウシャ ア カケン ヒ カクトク ガク オヨ ケンスウ ヘイセイ ネンド







































































				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		金額 キンガク		189,704,454		76,689,397		111,661,505		140,412,957		110,198,200

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの金額 ケンキュウシャ ア キンガク		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749

		専任教員数（Ｈ29.5.1） センニン キョウイン スウ



				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		件数 ケンスウ		48		25		47		50		37

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの件数 ケンキュウシャ ア ケンスウ		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73





				生命・応用化学 セイメイ オウヨウ カガク		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		万円/人 マン エン ニン		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749











		件/人 ケン ニン		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73

		金額平均 キンガク ヘイキン		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298

		件数平均 ケンスウ ヘイキン		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81





万円/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	2529392.7200000002	2191125.6285714284	1830516.475409836	3424706.2682926827	2160749.0196078434	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	件/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0.64	0.7142857142857143	0.77049180327868849	1.2195121951219512	0.72549019607843135	万円/人

件/人

金額平均

件数平均

242

0.81



5項(5)

		(5) 共同研究費受入額及び件数の推移 キョウドウ ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク オヨ ケンスウ スイイ





































				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		388,976,900		490,260,329		860,837,573		544,623,799		524,376,003		524,376,003		524,376,003

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		40,927,928		50,977,194		33,552,681		57,535,820		83,441,570		83,441,570		83,441,570

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		8,572,136		10,115,800		63,289,691		54,369,398		46,677,000		46,677,000		46,677,000

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

																		294



				◆件数◆ ケンスウ

				区　　分		Ｈ22（件） ケン		Ｈ23（件） ケン		Ｈ24（件） ケン		Ｈ25（件） ケン		Ｈ26（件） ケン		Ｈ26（件） ケン

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		204		221		221		218		238		238

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		8		9		8		9		7		7

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		2		7		9		11		5		5

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		250		294





				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		271		294

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

		（6）受託研究費受入額の推移 ジュタク ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク スイイ























																		（単位：円） タンイ エン

				区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

				元データ モト												（単位：円） タンイ エン

				区　　分		Ｈ22		Ｈ23		Ｈ24		Ｈ25		Ｈ26		Ｈ27		Ｈ28

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823



&P	


金額	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	438476964	551353323	957679945	656529017	654494573	680949643	756380632	件数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	214	237	238	238	250	271	294	

件　数





金　額（  百 万円）









受託研究受入額の推移



府省/研究開発法人等	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	908189338	951809974	594079817	818633100	424418045	478681716	736862531	民間企業	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2850000	8304250	13299000	14356000	3530000	4140000	13667292	合計	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	911039338	960114224	607378817	832989100	427948045	482821716	750529823	

金　額（百万円）









■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者費



5項(7)

		(7）学内研究推進経費・科研費・共同研究費・受託研究費合計額の推移 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ カケン ヒ キョウドウ ケンキュウ ヒ ジュタク ケンキュウ ヒ ゴウケイ ガク スイイ



																		（単位：円） タンイ エン

				区分 クブン		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				科研費 カケン ヒ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

				共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

				学内研究推進経費 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ		40,000,000		40,000,000		55,000,000		55,000,000		45,000,000		45,000,000		46,000,000

				合計 ゴウケイ		1,989,093,966		2,127,813,429		2,242,239,138		2,202,864,582		1,748,323,243		1,861,926,577		2,229,542,026
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4項(2)_データ6校(ESI)

		Name		Rank		Web of Science Documents		Category Normalized Citation Impact		% Documents in Top 10%		% Documents in Top 1%		% International Collaborations		International Collaborations		Impact Relative to World		Citation Impact		Times Cited		% Docs Cited		% Industry Collaborations		Publication Year				3年移動平均 ネン イドウ ヘイキン		Web of Science Documents★総数		International Collaborations★総数 ソウスウ

		Global Baseline		n/a		898223		1		9.86		0.99		18.73		168198		2.683		29.79		26756895		91.47		1.85		2004

		Global Baseline		n/a		945808		1		9.9		0.99		18.9		178805		2.54		28.19		26665246		91.69		1.82		2005

		Global Baseline		n/a		998593		1		9.86		0.99		19.35		193256		2.36		26.21		26168159		91.98		1.78		2006

		Global Baseline		n/a		1049045		1		9.81		0.99		19.74		207124		2.188		24.29		25482275		91.68		1.72		2007

		Global Baseline		n/a		1124181		1		9.82		0.99		20.01		224972		1.969		21.86		24573306		91.19		1.72		2008

		Global Baseline		n/a		1172371		1		9.85		0.99		20.63		241822		1.775		19.71		23104182		91.12		1.7		2009

		Global Baseline		n/a		1213311		1		9.76		0.99		21.43		260068		1.562		17.34		21034320		90.79		1.65		2010

		Global Baseline		n/a		1289084		1		9.78		0.99		22.04		284063		1.301		14.44		18620327		89.92		1.6		2011

		Global Baseline		n/a		1363576		1		9.72		0.98		22.47		306454		1.052		11.68		15922868		88.44		1.54		2012

		Global Baseline		n/a		1438849		1		9.5		0.97		23.27		334772		0.788		8.75		12585386		86.2		1.48		2013

		Global Baseline		n/a		1479339		1		9.21		0.96		24.11		356678		0.527		5.85		8650617		80.97		1.42		2014

		Global Baseline		n/a		1526233		1		8.79		0.93		25		381526		0.257		2.86		4360084		66.79		1.34		2015

		Global Baseline		n/a		1483615		1		7.05		0.83		26.52		393518		0.053		0.59		872404		27.96		1.38		2016

		Nara Institute of Science & Technology		1		373		1.15		12.06		2.14		16.62		62		1.762		37.97		14164		92.23		3.22		2004

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.21		14.25		1.81		15.8		61		1.736		35.38		13657		91.45		4.92		2005				2004-2006		383		67

		Nara Institute of Science & Technology		1		389		1.26		14.14		1.8		19.79		77		1.98		37.87		14733		90.49		4.88		2006				2005-2007		387		63

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.32		13.99		2.07		13.21		51		1.865		33.03		12750		94.3		5.96		2007				2006-2008		388		64

		Nara Institute of Science & Technology		1		388		1.13		12.11		0.77		16.49		64		1.516		24.53		9517		95.88		4.9		2008				2007-2009		373		59

		Nara Institute of Science & Technology		1		346		1.09		11.85		0.87		18.21		63		1.576		23.01		7962		95.66		5.78		2009				2008-2010		354		72

		Nara Institute of Science & Technology		1		329		1.39		16.41		2.74		26.75		88		1.988		25.74		8470		92.71		3.04		2010				2009-2011		334		74

		Nara Institute of Science & Technology		1		326		1.32		15.03		2.45		21.78		71		1.816		19.85		6470		95.4		4.29		2011				2010-2012		322		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		311		1.01		12.22		0.64		21.86		68		1.389		12.28		3819		91.96		3.54		2012				2011-2013		323		73

		Nara Institute of Science & Technology		1		332		1.08		12.95		0.9		24.4		81		1.562		10.44		3467		92.17		2.71		2013				2012-2014		328		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		340		1.07		11.47		1.76		23.53		80		1.483		6.66		2263		85.88		3.24		2014				2013-2015		340		85

		Nara Institute of Science & Technology		1		348		1.06		8.91		0.86		27.01		94		1.466		3.3		1148		74.71		2.3		2015				2014-2016		346		94

		Nara Institute of Science & Technology		1		350		1.15		10		2		30.57		107		1.523		0.74		260		31.71		2		2016

		Tokyo Institute of Technology		2		2628		1.03		9.74		0.99		22.72		597		1.192		25.68		67490		92.47		3.54		2004

		Tokyo Institute of Technology		2		2592		1.02		10.03		1.16		23.03		597		1.203		24.52		63555		91.71		3.2		2005				2004-2006		2575		591

		Tokyo Institute of Technology		2		2504		1.04		9.78		1.2		23.12		579		1.244		23.79		59579		92.09		3.55		2006				2005-2007		2504		595

		Tokyo Institute of Technology		2		2415		1.04		10.19		1.2		25.22		609		1.266		22.42		54146		91.72		3.44		2007				2006-2008		2474		609

		Tokyo Institute of Technology		2		2502		1.2		12.15		1.44		25.5		638		1.448		23.43		58625		92.45		4.8		2008				2007-2009		2440		641

		Tokyo Institute of Technology		2		2403		1.12		11.99		1.37		28.17		677		1.494		21.81		52420		93.3		3.66		2009				2008-2010		2414		663

		Tokyo Institute of Technology		2		2336		1.13		11.56		1.46		28.81		673		1.522		19.71		46046		94.01		3.98		2010				2009-2011		2377		680

		Tokyo Institute of Technology		2		2392		1.08		11.04		1.13		28.85		690		1.453		15.88		37991		92.22		3.26		2011				2010-2012		2362		722

		Tokyo Institute of Technology		2		2358		1.24		10.47		1.27		34.01		802		1.707		15.09		35573		90.25		3.18		2012				2011-2013		2378		760

		Tokyo Institute of Technology		2		2384		1.07		10.91		1.26		33.01		787		1.468		9.81		23385		87.12		2.77		2013				2012-2014		2395		816

		Tokyo Institute of Technology		2		2444		1.07		10.76		1.19		35.11		858		1.504		6.75		16502		85.56		3.03		2014				2013-2015		2410		830

		Tokyo Institute of Technology		2		2401		1.17		10.7		1.67		35.19		845		1.661		3.74		8972		74.01		3.67		2015				2014-2016		2411		858

		Tokyo Institute of Technology		2		2388		1.33		9.84		1.13		36.43		870		1.865		0.91		2172		33.88		2.97		2016

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		593		0.83		7.59		0.34		20.74		123		1.1		23.71		14060		94.6		2.53		2004

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		569		0.89		7.73		0.88		23.02		131		1.114		22.7		12915		94.55		2.99		2005				2004-2006		590		131

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		608		0.83		7.24		0.49		22.86		139		1.069		20.45		12433		95.07		4.61		2006				2005-2007		614		142

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		665		0.96		8.72		1.65		23.31		155		1.165		20.63		13719		93.23		3.76		2007				2006-2008		676		151

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		754		0.78		6.1		0.53		21.22		160		0.975		15.78		11897		91.51		1.72		2008				2007-2009		695		155

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		667		0.81		6.75		0.45		22.34		149		1.204		17.59		11734		93.7		2.7		2009				2008-2010		692		147

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		655		0.77		6.26		0.46		20.31		133		0.974		12.61		8259		92.21		2.6		2010				2009-2011		659		134

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		654		0.74		5.5		0.15		18.2		119		0.919		10.05		6572		90.06		1.22		2011				2010-2012		660		139

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		672		0.78		5.51		0.6		24.4		164		0.998		8.82		5929		88.69		1.49		2012				2011-2013		691		157

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		746		0.87		7.1		0.4		25.2		188		1.122		7.5		5596		89.54		0.94		2013				2012-2014		693		172

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		661		0.94		7.11		1.21		24.81		164		1.18		5.3		3503		82.75		2.42		2014				2013-2015		700		181

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		693		0.8		5.92		0.29		27.56		191		1.1		2.47		1715		67.68		1.15		2015				2014-2016		677		183

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		676		0.74		5.18		0.59		28.85		195		0.931		0.45		307		25.89		1.18		2016

		Kyushu Institute of Technology		4		354		0.77		6.21		0.56		19.77		70		0.853		18.39		6510		88.14		2.26		2004

		Kyushu Institute of Technology		4		358		0.77		6.42		0.56		22.63		81		0.783		15.95		5711		86.87		3.63		2005				2004-2006		352		73

		Kyushu Institute of Technology		4		343		0.6		3.5		0.29		20.12		69		0.688		13.15		4512		89.21		5.25		2006				2005-2007		344		70

		Kyushu Institute of Technology		4		332		0.61		4.22		0.3		17.77		59		0.671		11.89		3947		87.05		2.11		2007				2006-2008		332		68

		Kyushu Institute of Technology		4		322		0.82		6.83		1.55		23.6		76		0.828		13.41		4317		92.24		3.11		2008				2007-2009		322		67

		Kyushu Institute of Technology		4		311		0.73		4.82		0.96		20.9		65		0.8		11.69		3635		87.46		3.54		2009				2008-2010		311		73

		Kyushu Institute of Technology		4		300		0.46		2		0		26.33		79		0.589		7.63		2289		84.33		4		2010				2009-2011		289		67

		Kyushu Institute of Technology		4		255		0.57		3.92		0.39		22.75		58		0.732		8		2041		84.71		1.57		2011				2010-2012		273		69

		Kyushu Institute of Technology		4		263		0.79		7.98		1.14		26.62		70		0.936		8.27		2176		85.93		3.8		2012				2011-2013		281		76

		Kyushu Institute of Technology		4		324		0.7		6.79		0.31		30.86		100		0.888		5.94		1924		79.94		2.47		2013				2012-2014		307		90

		Kyushu Institute of Technology		4		334		1.05		9.28		2.1		29.64		99		1.529		6.87		2293		78.44		4.79		2014				2013-2015		321		97

		Kyushu Institute of Technology		4		304		0.81		4.93		0.66		29.93		91		1.143		2.57		782		63.82		2.96		2015				2014-2016		309		95

		Kyushu Institute of Technology		4		289		0.85		7.61		1.04		32.87		95		1.107		0.54		156		23.18		0.69		2016

		Nagoya Institute of Technology		5		458		0.74		4.8		0.44		11.79		54		0.802		17.28		7914		88.65		3.06		2004

		Nagoya Institute of Technology		5		495		0.7		5.45		0.61		14.14		70		0.772		15.73		7786		90.51		4.24		2005				2004-2006		477		66

		Nagoya Institute of Technology		5		479		0.66		5.64		0.21		15.24		73		0.73		13.97		6694		89.35		3.97		2006				2005-2007		463		75

		Nagoya Institute of Technology		5		415		0.73		5.78		0.48		19.52		81		0.83		14.7		6101		89.4		2.17		2007				2006-2008		445		85

		Nagoya Institute of Technology		5		441		0.63		4.08		0.23		22.68		100		0.78		12.62		5564		90.25		4.08		2008				2007-2009		422		88

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.67		3.9		0.49		20.49		84		0.866		12.64		5184		90		2.44		2009				2008-2010		420		90

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.65		4.88		0		20.73		85		0.824		10.68		4378		88.78		3.41		2010				2009-2011		405		91

		Nagoya Institute of Technology		5		395		0.69		5.82		0.25		26.33		104		0.884		9.66		3816		90.63		2.53		2011				2010-2012		421		98

		Nagoya Institute of Technology		5		459		0.65		4.36		0		23.09		106		0.873		7.72		3542		86.06		2.18		2012				2011-2013		432		102

		Nagoya Institute of Technology		5		443		0.73		5.87		0.68		21.44		95		1.011		6.76		2993		85.55		2.26		2013				2012-2014		438		100

		Nagoya Institute of Technology		5		412		0.73		5.83		0		24.03		99		1.064		4.78		1968		83.25		3.16		2014				2013-2015		421		97

		Nagoya Institute of Technology		5		407		0.77		6.39		0.49		23.59		96		1.315		2.96		1204		65.85		1.23		2015				2014-2016		415		107

		Nagoya Institute of Technology		5		425		0.72		6.59		0		29.65		126		0.979		0.48		203		25.88		2.35		2016

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.6		5		0		25.63		82		0.664		14.32		4581		85.94		2.81		2004

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.83		6.88		0.94		20.63		66		1.002		20.43		6537		87.5		4.38		2005				2004-2006		324		77

		Toyohashi University of Technology		5		331		0.62		6.04		0.3		24.77		82		0.707		13.52		4475		84.89		1.51		2006				2005-2007		310		71

		Toyohashi University of Technology		5		279		0.7		5.38		0.36		23.3		65		0.771		13.65		3808		90.68		1.08		2007				2006-2008		293		74

		Toyohashi University of Technology		5		268		0.72		7.09		0.37		27.99		75		0.903		14.61		3916		89.93		2.61		2008				2007-2009		264		65

		Toyohashi University of Technology		5		244		0.65		3.69		0		22.95		56		0.813		11.87		2897		91.8		1.23		2009				2008-2010		257		62

		Toyohashi University of Technology		5		259		0.61		3.86		0		20.85		54		0.869		11.25		2915		87.64		1.54		2010				2009-2011		239		55

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.67		5.12		0.47		26.05		56		0.9		9.84		2116		91.16		2.79		2011				2010-2012		228		56

		Toyohashi University of Technology		5		211		0.63		4.74		0		27.49		58		0.825		7.29		1538		87.68		2.84		2012				2011-2013		214		54

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.69		5.12		0.47		21.86		47		0.968		6.47		1391		85.58		0.93		2013				2012-2014		215		45

		Toyohashi University of Technology		5		218		0.67		3.21		0		13.3		29		0.989		4.44		968		79.36		0.92		2014				2013-2015		213		42

		Toyohashi University of Technology		5		207		0.71		3.86		0		24.15		50		0.973		2.19		453		59.42		2.42		2015				2014-2016		215		47

		Toyohashi University of Technology		5		220		1.02		7.73		0.91		28.64		63		1.407		0.69		151		29.55		3.18		2016

		Filter Summary:

		Dataset: InCites Dataset

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		Exported date  2017-04-18. 

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 
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はじめに 


 


本調査資料は、文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下 NISTEP）が2016年11月に発


表した、「日本の科学研究力の現状と課題」（ NISTEPブックレット-1（ver.4））の内容に照ら


して、名古屋工業大学として観た場合の、研究に関わる状況を評価したものである。  


ただし、データの入手性や評価指標の観点から、当該レポートのすべての項目に対応は出来


ていない。 


 


また、本調査資料の１．項目「論文生産の量と質から見た本学の研究力」及び２．項目  


の「研究領域レベルで見た本学の状況」において設定している研究分野は、 NISTEPが研究ポ


ートフォリオ8分野としたものを用いている。  


 


この8分野は、Clarivate Analytics社（旧トムソン・ロイター社）の Web of Science 


データベース収録論文を Essential Science Indicator （ESI）22分野に集約した研究分野


のうち、自然科学系の19分野をNISTEPが研究力の評価分析対象として研究ポートフォリオ


8分野に対応したものである。その分類を表に示す。  


 


 


No. 研究ポートフォリオ 8 分野 集約した ESI22 分野 


PF1 化学  化学 


PF2 材料科学 材料科学 


PF3 物理学  物理学、宇宙科学 


PF4 計算機科学・数学 計算機科学、数学 


PF5 工学  工学 


PF6 環境・地球科学 環境/生態学、地球科学 


PF7 臨床医学 臨床医学、精神医学/心理学 


 


PF8 


 


基礎生命科学 


農業科学、生物学・生化学、免疫学、微生物


学、 


分子生物学・遺伝学、神経科学・行動学、薬理


学・毒性学、植物・動物学  


（注）経済学・経営学、複合領域、社会科学は除いている。本文中では分野名を略記する場合がある。  


出典：トムソン・ロイター “Essential Science Indicators ”ジャーナルの分類は以下による。  


http://incites-help.isiknowledge.com/incitesLive/ESIGroup/overviewESI/esiJournalsList.html  


（MJL2015_MarchUpdate） 


「研究論文に着目した日本の大学ベンチマーキング 2015」（調査資料-243）＜本編＞10頁表6コピーを引用した。 
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1項(1)

		1. 論文生産の量と質から見た本学の研究力



		(1) 名工大のTOP1％論文数の推移 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ





		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0

		物理学 ブツリガク				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		材料科学 ザイリョウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		工学 コウガク				0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ				2		2		3		3		1		1		0		1		0		1		0





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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名工大のTOP1％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(2)

		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ











		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較 (2/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	11	13	11	14	13	16	14	15	16	14	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工	業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	3	3	3	3	3	5	5	4	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	5	5	5	4	3	4	3	3	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	3	3	2	1	0	0	1	1	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	1	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	名古屋工業大学	2004-2	006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	3	2	4	4	5	4	4	3	2	3	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	4	4	4	2	1	0	1	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-200	8	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学 0 	0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(3)

		(3) 名工大のTOP10％論文数の推移比較 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ ヒカク



		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				6		7		9		7		8		10		11		11		9		13		15

		材料科学 ザイリョウ カガク				7		9		7		5		3		3		3		3		3		2		2

		物理学 ブツリガク				7		4		3		3		3		3		2		3		4		3		2

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				1		4		4		4		2		1		1		1		3		2		1

		工学 コウガク				3		3		2		3		2		3		2		3		4		5		5

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		1		1		1		2		2		1		1		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				2		2		1		1		1		1		2		4		4		3		2

		合計 ゴウケイ				26		30		28		25		22		24		23		27		27		28		27



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                         Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大のTOP10％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(4)

		(4) 国立工科系大学TOP10%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ























































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ





















































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



































&P	


化学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	65	61	65	62	66	56	55	56	60	63	59	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	9	10	7	7	9	10	10	9	8	8	10	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	14	14	13	11	11	10	10	10	11	11	8	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	8	8	6	5	3	3	2	2	1	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	3	4	4	3	2	1	3	8	10	9	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	32	34	37	33	29	25	23	20	17	17	21	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	6	5	3	1	1	2	3	3	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009	-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	4	3	2	1	2	2	2	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	5	7	6	5	4	3	3	3	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20	22	24	30	34	35	31	26	27	30	35	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	2	3	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	18	21	24	21	17	11	9	11	12	10	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	5	6	6	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	6	8	7	6	5	4	3	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	16	12	14	16	19	17	13	15	15	15	11	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	4	5	6	4	4	4	4	5	6	6	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工	業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	年



報



物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(5)

		(5) 大学構造の分析 ダイガク コウゾウ ブンセキ

		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(1/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		化学 カガク

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																																		奈先端 ナ センタン		0.05		○		11.8		▼



		[Q3]														東工大 トウコウダイ		0.39		▼		8.92		▼		農工大 ノウコウダイ		0.1		▼		6.02		▼		名工大 メイコウ ダイ		0.07		▼		7.96		◎		豊技大 トヨ ギダイ		0.04		▼		6.3		▼

																																														九工大 キュウ コウダイ		0.03		▼		8.56		◎

		[Q4]



		[Q5]







		物理学

				物理学 ブツリガク		[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]				東工大 トウコウダイ		0.62		▼		13.63		◎



		[Q2]																																		農工大 ノウコウダイ		0.08		▼		10.89		▼



		[Q3]



		[Q4]																																		奈先端 ナ サキ タン		0.05		▼		4.8		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.07		▼		5.71		▼

																																				名工大 メイコウダイ		0.09		▼		3.73		▼

		[Q5]																																												豊技大 トヨ ワザ ダイ		0.04		▼		2.94		◎







		基礎生命科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		15.28		○



		[Q2]																																		東工大 トウコウダイ		0.07		▼		10.06		○



		[Q3]																																												豊技大 トヨ ギダイ		0.01		▼		7.56		○



		[Q4]																																		農工大 ノウコウダイ		0.07		▼		4.58		▼		九工大 キュウ コウダイ		0.01		▼		5.53		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.01		▼		4.43		◎

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(2/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ

				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		材料科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.38		▼		9.19		▼																						奈先端 ナ サキ タン		0.03		▼		9.77		▼



		[Q3]



		[Q4]																								名工大 メイコウダイ		0.14		▼		3.85		▼		豊技大 トヨ ギ ダイ		0.08		▼		5.11		▼		農工大 ノウコウダイ		0.04		▼		5.87		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		4.19		◎

		[Q5]







		工学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.28		▼		9.12		○



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		▼		8.35		○		奈先端 ナ サキ タン		0.02		▼		6.51		▼



		[Q4]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.05		▼		4.17		◎		豊技大 トヨ ギ オオ		0.04		▼		5.21		○

																																				名工大 メイコウダイ		0.05		▼		5.69		◎

		[Q5]







		計算機・数学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.19		▼		8.33		▼



		[Q3]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		7.01		▼



		[Q4]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		4.74		▼

																																														農工大 ノウコウダイ		0.02		▼		4.61		◎

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.02		▼		4.37		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.04		▼		4.35		○

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(3/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		環境・地球科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.15		▼		10.44		▼



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		◎		8.38		▼		豊技大 トヨ ギ オオ		0.01		▼		7.5		◎



		[Q4]																																												名工大 メイコウダイ		0.01		▼		3.95		▼



		[Q5]



		臨床医学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.00		▼		15.45		○



		[Q2]																																																										0.01

																																																												0

		[Q3]																																												農工大 ノウコウダイ		0.01		○		6.71		◎						0

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.00		◎		7.61		◎						0.01

																																														名工大 メイコウダイ		0.00		○		6.67		▼

		[Q4]																																												東工大 トウコウダイ		0.01		○		5.47		▼



		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学



1項(6)

		(6) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		　　　における8分野毎の論文数シェアの推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		934386		602734		337524		2346052		561443		384683		418082		2560628

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		735		576		612		216		343		168		36		48

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.08		0.10		0.18		0.01		0.06		0.04		0.01		0.00

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		1117023		659398		488339		2848999		781321		484742		578813		3363057

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		772		550		504		213		343		154		40		72

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.07		0.08		0.10		0.01		0.04		0.03		0.01		0.00

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移 

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	7.8661281312005962E-2	9.5564544226806519E-2	0.18132043943541792	9.2069570495453643E-3	6.109257751900015E-2	4.3672322405721074E-2	8.6107510009998042E-3	1.8745401518689947E-3	



第2期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.9112274322014861E-2	8.3409412828064383E-2	0.10320699350246448	7.4763101004949456E-3	4.3900010367057839E-2	3.1769477371467708E-2	6.910694818533793E-3	2.1409092977014662E-3	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項(7)

		(7) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		における8分野毎のQ値の推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.84		9.82		9.7		9.14		9.34		9.69		9.61		8.83

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		6.39		3.99		5.56		2.31		4.08		4.17		5.56		8.33

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.73		9.08		9.45		8.04		8.89		8.5		9.13		7.46

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		9.46		3.45		1.79		6.57		7.29		4.55		2.5		5.56

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.84	9.82	9.6999999999999993	9.14	9.34	9.69	9.61	8.83	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.39	3.99	5.56	2.31	4.08	4.17	5.56	8.33	



第2期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.73	9.08	9.4499999999999993	8.0399999999999991	8.89	8.5	9.1300000000000008	7.46	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	9.4600000000000009	3.45	1.79	6.57	7.29	4.55	2.5	5.56	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項（8）

				(8)研究費の違いによる論文数とＣＮＣＩの傾向 ケンキュウ ヒ チガ ロンブン スウ ケイコウ



				　　ａ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文数の推移比較 ヒカク

























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				論文数		科研費		34		61		84		76		109		103		104		107		134

						科研費以外		610		562		538		439		542		516		547		518		477

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

				Funding Agency Type:  Funded



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 









				　　ｂ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文のCNCIの推移比較 ヒカク



























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				CNCI		科研費		0.86		0.98		0.83		0.8		0.72		0.57		0.72		0.77		0.59

						科研費以外		0.87		0.61		0.71		0.69		0.7		0.89		0.74		0.75		0.69

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


論文数/科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	34	61	84	76	109	103	104	107	134	論文数/科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	610	562	538	439	542	516	547	518	477	年度

論文数

CNCI 科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.86	0.98	0.83	0.8	0.72	0.56999999999999995	0.72	0.77	0.59	0 科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.87	0.61	0.71	0.69	0.7	0.89	0.74	0.75	0.69	年度

ＣＮＣＩ



2項(1)

		2. 研究領域レベルで見た本学の状況 ケンキュウ リョウイキ ミ ホンガク ジョウキョウ

		(1) 世界で注目を集めている研究領域 セカイ チュウモク アツ ケンキュウ リョウイキ



















































































		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				0.71		0.74		0.75		0.70		0.72		0.79		0.83		0.84		0.77		0.90		0.97

		材料科学 ザイリョウ カガク				0.72		0.78		0.70		0.67		0.69		0.65		0.65		0.54		0.54		0.50		0.46

		物理学 ブツリガク				0.81		0.60		0.61		0.61		0.61		0.58		0.55		0.60		0.68		0.67		0.59

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0.28		0.60		0.63		0.71		0.49		0.40		0.40		0.58		0.76		0.72		0.52

		工学 コウガク				0.65		0.60		0.65		0.71		0.65		0.66		0.65		0.82		0.88		0.86		0.80

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0.55		0.53		0.69		0.91		0.87		0.79		0.66		0.59		0.50		0.32		0.23

		臨床医学 リンショウ イガク				0.38		0.53		0.62		0.88		0.83		0.95		0.81		0.84		0.67		0.59		0.44

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0.67		0.61		0.50		0.44		0.54		0.57		0.87		0.98		1.05		1.01		0.86

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大の研究領域毎の相対被引用数（CNCI）の推移比較

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.71	0.73666666666666669	0.7533333333333333	0.70333333333333325	0.72000000000000008	0.78666666666666663	0.82666666666666666	0.84	0.77333333333333343	0.90333333333333332	0.97333333333333327	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.72333333333333327	0.77999999999999992	0.69666666666666677	0.66666666666666663	0.68666666666666665	0.65	0.65	0.54333333333333333	0.53666666666666674	0.5033333333333333	0.45666666666666672	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.81333333333333335	0.60333333333333339	0.61	0.61333333333333329	0.61	0.57999999999999996	0.54999999999999993	0.60333333333333339	0.67666666666666675	0.67333333333333334	0.58666666666666667	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.27666666666666667	0.6	0.63	0.71333333333333337	0.48666666666666664	0.40333333333333332	0.39999999999999997	0.57666666666666666	0.7599999999999999	0.72000000000000008	0.52	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.65333333333333332	0.60333333333333328	0.64666666666666661	0.71333333333333337	0.65	0.66	0.64666666666666661	0.81666666666666676	0.87666666666666682	0.8633333333333334	0.79666666666666675	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.54666666666666675	0.52999999999999992	0.68666666666666665	0.90666666666666662	0.87333333333333341	0.79	0.66	0.59333333333333338	0.5033333333333333	0.31666666666666665	0.23333333333333331	臨床医学	2004-2006	2005-2007	20	06-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.37666666666666665	0.52666666666666673	0.62333333333333329	0.8833333333333333	0.83	0.95000000000000007	0.81	0.84	0.66999999999999993	0.59333333333333338	0.44333333333333336	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.66666666666666663	0.60666666666666658	0.49666666666666665	0.44333333333333336	0.53666666666666663	0.57333333333333336	0.8666666666666667	0.97666666666666668	1.0466666666666666	1.0066666666666666	0.86333333333333329	年









化学

工学



2項(2)

		(2) 名工大における被引用数順位％と論文数の分布 メイコウダイ ヒ インヨウ スウ ジュンイ ロンブン スウ ブンプ

		　　(第1期 vs 第2期中期計画比較)



		対象論文数：3212報 タイショウ ロンブン スウ ホウ













				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				553		351		328		332		363

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				350		296		254		226		159

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2010]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



		対象論文数：2653報 タイショウ ロンブン スウ ホウ





				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				734		219		294		199		218

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				275		220		175		167		152



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2011, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


2011～2016年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	734	219	294	199	218	275	220	175	167	152	

論文数







2004～2010年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	553	351	328	332	363	350	296	254	226	159	

論文数







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\2.研究領域レベルで見た本学の状況\名工大論文詳細PSA調査.xlsx

Ｔｏｐ１０％


Ｔｏｐ１０％




3項（1）

		3. 名工大の研究の国際化 メイコウダイ ケンキュウ コクサイ カ



		 (1) 国際共著論文のトレンド コクサイ キョウチョ ロンブン























































		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22		21		19		29

		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19		20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11		11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26		25		29		26

		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12		14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8		8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3		4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3		3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105		106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ																																																				2012-2014		2013-2015		2014-2016







		 (2)名工大における研究分野別の国際共著率の推移 メイコウダイ ケンキュウ ブンヤ ベツ コクサイ トモ リツ スイイ																																																				126		127		135

																																																						98		85		85

																																																						42		37		33

																																																						96		92		80

																																																						58		58		65

																																																						33		33		34

																																																						7		5		6

																																																						11		12		11

																																																						471		449		449

																																		[グラフ用：名工大] ヨウ メイコウダイ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22

																																		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26

																																		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3

																																		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3

																																		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				122		123		126		126		122		120		122		121

																																		物理学 ブツリガク				114		104		91		88		88		87		97		98

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				37		35		38		38		37		32		32		38

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				122		125		119		106		104		95		94		95

																																		工学 コウガク				58		63		69		69		68		58		55		52

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				27		31		34		39		45		45		41		32

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				5		5		6		5		7		7		9		7

																																		臨床医学 リンショウ イガク				7		8		8		8		8		12		13		13

																																		全分野 ゼンブンヤ				492		494		490		480		479		456		463		456





















		国際共著率 (%) コクサイ キョウチョ リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016																												2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				14.0		13.5		13.0		10.8		12.6		15.2		19.9		18.1		16.7		14.9		21.7																												21		19		29

		物理学 ブツリガク				15.5		20.8		22.7		23.9		22.3		23.0		20.3		19.7		20.1		21.1		23.2																												20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				17.9		17.3		23.0		20.2		20.5		25.0		26.0		29.2		26.0		29.1		32.0																												11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				11.2		13.0		17.9		23.9		25.7		25.7		24.8		27.4		26.3		31.5		32.0																												25		29		26

		工学 コウガク				11.4		15.9		18.8		23.8		20.2		21.1		20.1		23.1		24.9		25.3		25.8																												14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				11.0		12.0		14.9		14.5		14.7		17.2		20.3		26.0		23.2		24.0		25.7																												8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				40.0		46.7		58.8		56.3		52.4		40.9		44.4		50.0		60.0		60.0		68.4																												4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0.0		4.3		4.2		12.0		12.0		17.1		20.5		22.5		24.2		14.3		15.6																												3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				13.6		15.6		18.1		19.5		19.7		21.0		22.0		23.0		22.5		23.1		26.0																												106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


分野の国際共著論文数

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.972602739726025	13.513513513513514	12.9973474801061	10.8179	41952506596	12.568306010928962	15.235457063711911	19.891008174386922	18.131868131868131	16.666666666666664	14.921465968586389	21.674876847290641	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15.497076023391815	20.833333333333336	22.710622710622712	23.863636363636363	22.348484848484851	22.988505747126435	20.344827586206897	19.661016949152543	20.136518771331058	21.09375	23.228346456692915	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.857142857142858	17.30769230769231	23.008849557522122	20.17543859649123	20.535714285714285	25	26.041666666666668	29.20353982300885	25.984251968503933	29.09090909090909	31.999999999999996	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.232876712328768	13.031914893617023	17.927170868347339	23.89937106918239	25.723472668810288	25.704225352112676	24.822695035460992	27.368421052631582	26.297577854671278	31.521739130434785	31.950207468879672	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.428571428571429	15.873015873015872	18.75	23.78640776699029	20.197044334975367	21.14285714	2857142	20.121951219512198	23.076923076923077	24.855491329479769	25.287356321839077	25.773195876288657	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	10.975609756097562	11.956521739130434	14.851485148514854	14.529914529914532	14.705882352941178	17.164179104477615	20.325203252032523	26.041666666666668	23.232323232323232	24	25.742574257425744	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	40	46.666666666666664	58.82352941176471	56.25	52.380952380952387	40.909090909090914	44.444444444444443	50	60	60	68.421052631578945	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	4.3478260869565215	4.1666666666666661	12	12	17.142857142857142	20.512820512820511	22.499999999999996	24.242424242424239	14.285714285714288	15.625000000000004	年



％







化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17	16.666666666666668	16.333333333333332	13.666666666666666	15.333333333333334	18.333333333333332	24.333333333333332	22	21	19	29.333333333333332	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.666666666666668	21.666666666666668	20.666666666666668	21	19.666666666666668	20	19.666666666666668	19.333333333333332	19.666666666666668	18	19.666666666666668	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	6	8.6666666666666661	7.666666666666667	7.666666666666667	8	8.3333333333333339	11	11	10.666666666666666	10.666666666666666	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.666666666666666	16.333333333333332	21.333333333333332	25.333333333333332	26.666666666666668	24.333333333333332	23.333333333333332	26	25.333333333333332	29	25.666666666666668	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	10	13	16.333333333333332	13.666666666666666	12.333333333333334	11	12	14.333333333333334	14.666666666666666	16.666666666666668	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3.6666666666666665	5	5.666666666666667	6.666666666666667	7.666666666666667	8.3333333333333339	8.3333333333333339	7.666666666666667	8	8.6666666666666661	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2.3333333333333335	3.3333333333333335	3	3.6666666666666665	3	4	3.3333333333333335	4	3	4.333333333333333	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0.33333333333333331	0.33333333333333331	1	1	2	2.6666666666666665	3	2.6666666666666665	1.6666666666666667	1.6666666666666667	年





論文数









分野の論文総数

×100 ＝ ★[％]



3項（3）



		 (3) 国立工科大学における国際共著率の比較 (国際共著論文総数の比較) コクサイ キョウチョ リツ ヒカク コクサイ キョウチョ ロンブン ソウスウ ヒカク



																																		[グラフ用] ヨウ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				591		595		609		641		663		680		722		760		816		830		858

																																		奈良先端科学技術大学院大学				67		63		64		59		72		74		76		73		76		85		94

																																		東京農工大学				131		142		151		155		147		134		139		157		172		181		183

																																		豊橋技術科学大学				77		71		74		65		62		55		56		54		45		42		47

																																		九州工業大学				73		70		68		67		73		67		69		76		90		97		95

																																		名古屋工業大学				66		75		85		88		90		91		98		102		100		97		107

																																		全分野 ゼンブンヤ				1005		1016		1051		1075		1107		1101		1160		1222		1299		1332		1384

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				2575		2504		2474		2440		2414		2377		2362		2378		2395		2410		2411

																																		奈良先端科学技術大学院大学				383		387		388		373		354		334		322		323		328		340		346

																																		東京農工大学				590		614		676		695		692		659		660		691		693		700		677

																																		豊橋技術科学大学				324		310		293		264		257		239		228		214		215		213		215

																																		九州工業大学				352		344		332		322		311		289		273		281		307		321		309

																																		名古屋工業大学				477		463		445		422		420		405		421		432		438		421		415

																																		全分野 ゼンブンヤ				4701		4622		4608		4516		4448		4303		4266		4319		4376		4405		4373

































		国際共著論文率 コクサイ キョウチョ ロンブン リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学				23.0		23.8		24.6		26.3		27.5		28.6		30.6		32.0		34.1		34.4		35.6

		奈良先端科学技術大学院大学				17.5		16.3		16.5		15.8		20.3		22.2		23.6		22.6		23.2		25.0		27.2

		東京農工大学				22.2		23.1		22.3		22.3		21.2		20.3		21.1		22.7		24.8		25.9		27.0

		豊橋技術科学大学				23.8		22.9		25.3		24.6		24.1		23.0		24.6		25.2		20.9		19.7		21.9

		九州工業大学				20.7		20.3		20.5		20.8		23.5		23.2		25.3		27.0		29.3		30.2		30.7

		名古屋工業大学				13.8		16.2		19.1		20.9		21.4		22.5		23.3		23.6		22.8		23.0		25.8

		全分野 ゼンブンヤ				21.4		22.0		22.8		23.8		24.9		25.6		27.2		28.3		29.7		30.2		31.6

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.95145631067961	23.761980830670925	24.616006467259499	26.270491803278688	27.464788732394368	28.607488430795119	30.567315834038951	31.959629941126998	34.070981210855948	34.439834024896264	35.58689340522605	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.493472584856399	16.279069767441861	16.494845360824741	15.817694369973189	20.33898305084746	22.155688622754489	23.602484472049689	22.600619195046441	23.170731707317074	25	27.167630057803464	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.203389830508474	23.12703583061889	22.337278106508876	22.302158273381295	21.242774566473987	20.333839150227618	21.060606060606059	22.720694645441387	24.819624819624821	25.857142857142858	27.031019202363364	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	23.765432098765434	22.903225806451612	25.255972696245731	24.621212121212121	24.124513618677042	23.01255230125523	24.561403508771928	25.233644859813083	20.930232558139537	19.718309859154928	21.86046511627907	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20.738636363636363	20.348837209302324	20.481927710843372	20.80745341614907	23.472668810289392	23.183391003460208	25.274725274725274	27.046263345195733	29.31596091205212	30.218068535825545	30.744336569579289	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.836477987421384	16.198704103671709	19.101123595505616	20.85308056872038	21.428571428571427	22.469135802469136	23.277909738717341	23.611111111111111	22.831050228310502	23.040380047505938	25.783132530120483	年



％







3項（4）

		 (4) 本学の国際共著論文の相手国比較 ホンガク コクサイ キョウチョ ロンブン アイテコク ヒカク



				2005-2007年 ネン										2008-2010年 ネン										2011-2013年 ネン										2014‐2016年 ネン

		№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ

		1		日本 ニホン

作成者: 国際共著論文数		229		99.57				1		日本 ニホン		279		100.00				1		日本 ニホン		313		100.00				1		日本 ニホン		348		100.00

		2		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		37		16.09				2		中華人民共和国		70		25.09				2		中華人民共和国		77		24.60				2		中華人民共和国		68		19.54

		3		中華人民共和国		37		16.09				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		36		12.90				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		43		13.74				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		60		17.24

		4		インド		32		13.91				4		大韓民国		24		8.60				4		大韓民国		31		9.90				4		マレーシア		52		14.94

		5		イングランド		24		10.44				5		インド		24		8.60				5		イングランド		27		8.63				5		ドイツ		35		10.06

		6		シンガポール		21		9.13				6		イングランド		21		7.53				6		フランス		23		7.35				6		フランス		31		8.91

		7		大韓民国		14		6.09				7		フランス		19		6.81				7		マレーシア		22		7.03				7		イタリア		19		5.46

		8		ドイツ		13		5.65				8		ドイツ		14		5.02				8		ドイツ		20		6.39				8		大韓民国		18		5.17

		9		フランス		13		5.65				9		シンガポール		13		4.66				9		ベトナム		18		5.75				9		インド		15		4.31

		10		バングラデシュ		12		5.22				10		スコットランド		12		4.30				10		イタリア		9		2.88				10		イングランド		13		3.74

		11		カナダ		10		4.35				11		イタリア		9		3.23				11		インド		9		2.88				11		スペイン		12		3.45

		12		マレーシア		8		3.48				12		ポーランド		7		2.51				12		スコットランド		8		2.56				12		エジプト		10		2.87

		13		ブラジル		7		3.04				13		マレーシア		7		2.51				13		シンガポール		7		2.24				13		カナダ		9		2.59

		14		オーストラリア		5		2.17				14		エジプト		7		2.51				14		バングラデシュ		7		2.24				14		オーストラリア		8		2.30

		15		台湾		3		1.30				15		カナダ		7		2.51				15		カナダ		5		1.60				15		ベトナム		7		2.01

		16		スウェーデン		3		1.30				16		オーストラリア		6		2.15				16		スイス		4		1.28				16		オランダ		7		2.01

		17		スペイン		3		1.30				17		ニュージーランド		5		1.79				17		スロベニア		4		1.28				17		スウェーデン		6		1.72

		18		スコットランド		3		1.30				18		スペイン		4		1.43				18		フィンランド		4		1.28				18		サウジアラビア		5		1.44

		19		オランダ		3		1.30				19		スロベニア		4		1.43				19		ブラジル		4		1.28				19		フィンランド		5		1.44

		20		ベルギー		3		1.30				20		ロシア		4		1.43				20		ウクライナ		3		0.96				20		バングラデシュ		5		1.44

		21		ベトナム		2		0.87				21		ベトナム		3		1.08				21		タイ王国		3		0.96				21		トルコ		4		1.15

		22		タイ王国		2		0.87				22		ルーマニア		3		1.08				22		スペイン		3		0.96				22		タイ王国		4		1.15

		23		スリランカ		2		0.87				23		インドネシア		3		1.08				23		ポルトガル		3		0.96				23		台湾		4		1.15

		24		ロシア		2		0.87				24		ギリシャ		3		1.08				24		オランダ		3		0.96				24		ウクライナ		3		0.86

		25		ルーマニア		2		0.87				25		チリ		3		1.08				25		エジプト		3		0.96				25		ポーランド		3		0.86

		26		ポルトガル		2		0.87				26		台湾		2		0.72				26		トルコ		2		0.64				26		ノルウェー		3		0.86

		27		フィリピン		2		0.87				27		スウェーデン		2		0.72				27		台湾		2		0.64				27		ギリシャ		3		0.86

		28		ニュージーランド		2		0.87				28		イスラエル		2		0.72				28		スウェーデン		2		0.64				28		シンガポール		2		0.58

		29		イタリア		2		0.87				29		フィンランド		2		0.72				29		ポーランド		2		0.64				29		スコットランド		2		0.58

		30		キプロス		2		0.87				30		バングラデシュ		2		0.72				30		フィリピン		2		0.64				30		ルーマニア		2		0.58

		31		ウェールズ		1		0.44				31		オーストリア		2		0.72				31		ニュージーランド		2		0.64				31		フィリピン		2		0.58

		32		ウクライナ		1		0.44				32		ウェールズ		1		0.36				32		リトアニア		2		0.64				32		メキシコ		2		0.58

		33		スイス		1		0.44				33		ウクライナ		1		0.36				33		イスラエル		2		0.64				33		デンマーク		2		0.58

		34		グルジア民主共和国		1		0.44				34		トルコ		1		0.36				34		インドネシア		2		0.64				34		チュニジア		1		0.29

		35		イスラエル		1		0.44				35		スイス		1		0.36				35		チリ		2		0.64				35		タンザニア		1		0.29

		36		ハンガリー		1		0.44				36		南アフリカ共和国		1		0.36				36		ベルギー		2		0.64				36		スイス		1		0.29

		37		フィンランド		1		0.44				37		ポルトガル		1		0.36				37		チュニジア		1		0.32				37		南アフリカ共和国		1		0.29

												38		フィリピン		1		0.36				38		ロシア		1		0.32				38		ロシア		1		0.29

												39		ミャンマー		1		0.36				39		ルーマニア		1		0.32				39		ニュージーランド		1		0.29

												40		リトアニア		1		0.36				40		ノルウェー		1		0.32				40		リトアニア		1		0.29

												41		イラン		1		0.36				41		マケドニア共和国		1		0.32				41		イスラエル		1		0.29

												42		ハンガリー		1		0.36				42		イラン		1		0.32				42		アイルランド		1		0.29

												43		エストニア		1		0.36				43		チェコ		1		0.32				43		イラン		1		0.29

												44		デンマーク		1		0.36														44		クロアチア		1		0.29

												45		チェコ		1		0.36														45		ブラジル		1		0.29

												46		ブラジル		1		0.36														46		ベルギー		1		0.29

												47		ベルギー		1		0.36

				Schema:  Essential Science Indicators

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Time Period:  [2005, 2016]

				Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

				Exported date  2017-06-28. 

				InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

				3年間の合計（論文数） ネンカン ゴウケイ ロンブン スウ
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■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\4.本学の研究力の国際化\国際共著論文相手国調査_170627.xlsx



3項（5）

		 (5) 名工大における期間別海外派遣研究者の推移 メイコウダイ キカン ベツ カイガイ ハケン ケンキュウシャ スイイ

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		短期派遣数 タンキ ハケン スウ						531		519		631		640		583		548		489		407

		中・長期(6ケ月以上)派遣数 ナカ チョウキ ゲツ イジョウ ハケン スウ						11		9		8		14		15		11		7		8

		総数 ソウスウ						542		528		639		654		598		559		496		415		0

																						2017/5/24 国際企画室より コクサイ キカク シツ
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総数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	542	528	639	654	598	559	496	415	中・長期(6ケ月以上)派遣数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	11	9	8	14	15	11	7	8	(年)



(人)







4項（1）

		４. 研究者数 ケンキュウ シャ スウ



		(1) 名工大研究者数の変遷
 メイコウダイ ケンキュウシャ スウ



















































								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		教員						354		354		353		356		351		343		341

		大学院博士課程(後期)在籍者 ダイガクイン ハカセ カテイ コウキ ザイセキシャ						243		243		244		231		206		194		178

		合計 ゴウケイ						597		597		597		587		557		537		519

																				2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ



		(2) 名工大男女別教員数の変遷
 メイコウダイ ダンジョ ベツ キョウイン スウ ヘンセン



















































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		男性 ダンセイ		356		367		368		359		349		336		334		334		330		332		326		321		320

		女性 ジョセイ		17		17		17		16		16		18		20		20		23		24		25		22		21

		女性比率 ジョセイ ヒリツ		4.6		4.4		4.4		4.3		4.4		5.1		5.6		5.6		6.5		6.7		7.1		6.4		6.2

		教員数合計 ア ケイ		373		384		385		375		365		354		354		354		353		356		351		343		341

																												2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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男性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	356	367	368	359	349	336	334	334	330	332	326	321	320	女性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17	17	17	16	16	18	20	20	23	24	25	22	21	女性比率	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.5576407506702417	4.4270833333333339	4.4155844155844157	4.2666666666666666	4.3835616438356162	5.0847457627118651	5.6497175141242941	5.6497175141242941	6.5155807365439093	6.7415730337078648	7.1225071225071224	6.4139941690962097	6.1583577712609969	

(人)



(%)







教員	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	354	354	353	356	351	343	34	1	大学院博士課程(後期)在籍者	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	243	243	244	231	206	194	178	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



4項（3）

																																						<元データ> モト

		(3) 名工大大学院博士課程入学者数の推移 メイコウダイ ダイガクイン ハカセ カテイ ニュウガク シャ スウ スイイ																																				博士前期課程 ハカセ ゼンキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士前期学生数 ハカセ ゼンキ ガクセイ スウ						1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						32		43		26		32		22		23		28		39

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						2.2%		3.2%		2.0%		2.4%		1.7%		1.8%		2.0%		2.6%







																																						博士後期課程 ハカセ コウキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士後期学生数 ハカセ コウキ ガクセイ スウ						243		243		244		231		206		194		178		151

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						99		95		107		108		90		77		74		73

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						40.7%		39.1%		43.9%		46.8%		43.7%		39.7%		41.6%		48.3%

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		学部(第一部・二部)学生数 ブ		4,970		4,966		4,816		4,833		4,717		4,563		4,433		4,362		4,236		4,228		4,199		4,181		4,121		0

		　男性 ダンセイ		4,371		4371		4264		4292		4188		4042		3905		3836		3704		3658		3604		3557		3481

		　女性 ジョセイ		599		595		552		541		529		521		528		526		532		570		595		624		640

		　女性比率 ジョセイ ヒリツ		12.0523138833		11.9814740234		11.4617940199		11.1938754397		11.214755141		11.4179268025		11.9106699752		12.0586886749		12.5590179415		13.481551561		14.1700404858		14.9246591724		15.5302111138

		博士課程(前期)入学者数 ハカセ カテイ ゼンキ ニュウガクシャ スウ		-		-		-		-		-		-		1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ														1,397		1,312		1,271		1,285		1,284		1,284		1,353		1,439

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ														97.8%		96.8%		98.0%		97.6%		98.3%		98.2%		98.0%		97.4%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ







































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		博士課程(後期)入学者数 ハカセ カテイ コウキ ゼンコウキ ニュウガクシャ スウ														243		243		244		231		206		194		178		151

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ		-		-		-		-		-		-		144		148		137		123		116		117		104		78

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ		-		-		-		-		-		-		59.3%		60.9%		56.1%		53.2%		56.3%		60.3%		58.4%		51.7%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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大学院博士課程(前期)入学者数の推移

博士課程(前期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1429	1355	1297	1317	1306	1307	1381	1478	　社会人を除く	1397	1312	1271	1285	1284	1284	1353	1439	　社会人を除く学生比率	0.97760671798460463	0.96826568265682655	0.97995373939861219	0.97570235383447224	0.98315467075038288	0.98240244835501145	0.97972483707458369	0.9736129905277402	

(人)







大学院博士課程(後期)入学者数の推移

博士課程(後期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	243	243	244	231	206	194	178	151	　社会人を除く	144	148	137	123	116	117	104	78	　社会人を除く学生比率	0.59259259259259256	0.60905349794238683	0.56147540983606559	0.53246753246753242	0.56310679611650483	0.60309278350515461	0.5842696629213483	0.51655629139072845	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



5項（1）

		5. 研究費 ケンキュウ ヒ

		(1) 名工大の論文算出への科研費の関与 メイコウダイ ロンブン サンシュツ カケン ヒ カンヨ

































		◇名工大 メイコウダイ

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		437		416		431		441		455		436		443

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		49		64		80		90		100		102		111

		科研費関与割合 ワリアイ		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ



		◇世界共著平均 セカイ キョウチョ ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		1610354		1674153		1748669		1836987		1913679		1965982		1980444

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		1203		1335		1470		2449		3958		5667		7634

		科研費関与割合 ワリアイ		0.07%		0.08%		0.08%		0.13%		0.21%		0.29%		0.39%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		◇日本平均 ニホン ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		科研費関与割合 ワリアイ		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2004, 2016]

		Exported date  2017-06-05.  Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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総論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	437	416	431	441	455	436	443	科研費関与論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	49	64	80	90	100	102	111	名工大・科研費関与割合	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均・科研費関与割合	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	

論文数

割合

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（2）

		(2) 国立工科大学における科研費関与論文の割合比較
 コクリツ コウカ ダイガク カケン ヒ カンヨ ロン ブン ワリアイ ヒカク







































				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学		-		-		-		-		12.97%		18.56%		22.73%		26.19%		29.73%		32.80%		36.23%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		2734		2660		2630		2593		2553		2505		2468		2474		2506		2521		2553

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		331		465		561		648		745		827		925

		奈良先端科学技術大学院大学		-		-		-		-		16.18%		21.65%		22.93%		27.93%		30.83%		34.32%		33.92%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		478		474		452		422		408		388		375		358		360		373		395

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		66		84		86		100		111		128		134

		東京農工大学		-		-		-		-		13.35%		18.30%		18.77%		21.32%		23.12%		27.60%		31.34%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		632		667		733		758		749		716		714		741		744		750		734

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		100		131		134		158		172		207		230

		豊橋技術科学大学		-		-		-		-		10.99%		16.98%		19.76%		23.48%		25.99%		31.86%		35.65%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		337		325		312		285		282		265		248		230		227		226		230

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		31		45		49		54		59		72		82

		九州工業大学		-		-		-		-		8.14%		12.58%		15.31%		19.87%		21.63%		22.89%		23.93%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		377		371		366		354		344		318		294		297		319		332		326

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		28		40		45		59		69		76		78

		名古屋工業大学		-		-		-		-		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		490		476		462		440		437		416		431		441		455		436		443

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		49		64		80		90		100		102		111

		日本平均 ニホン ヘイキン		0.0000217045		0.0000541583		0.0027951579		0.0087523819		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		92147		92322		93018		92889		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		200.00%		500.00%		26000.00%		81300.00%		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		　　　　　  　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		                           Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2008, 2016]

		Exported date  2017-06-08. 　Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.12965139052095573	0.18562874251497005	0.2273095623987034	0.26192400970088925	0.29728651237031123	0.32804442681475604	0.36231884057971014	奈良先端科学技術大学院大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.16176470588235295	0.21649484536082475	0.22933333333333333	0.27932960893854747	0.30833333333333335	0.34316353887399464	0.3392405063291139	東京農工大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.13351134846461948	0.18296089385474859	0.1876750700280112	0.21322537112010798	0.23118279569892472	0.27600000000000002	0.3133514986376022	豊橋技術科学大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.1099290780141844	0.16981132075471697	0.19758064516129031	0.23478260869565218	0.25991189427312777	0.31858407079646017	0.35652173913043478	九州工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	8.1395348837209308E-2	0.12578616352201258	0.15306122448979592	0.19865319865319866	0.21630094043887146	0.2289156626506024	0.2392638036809816	名古屋工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	年







■元データ

Share\25-科学研究力の現＜＞状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（3）

		(3)科研費獲得の推移（代表研究者のみ） カケン ヒ カクトク スイイ ダイヒョウ ケンキュウシャ





























														（単位：円） タンイ エン						組織改正による値 ソシキ カイセイ アタイ

		区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016				H28：新専攻 シン センコウ		金額 キンガク

		物質工学専攻 コウガク センコウ		71,490,000		90,948,883		82,262,466		69,844,555		77,985,029		83,544,858		144,837,204				生命・応用		189,704,454

		機能工学専攻 コウガク センコウ		181,710,000		150,073,903		150,037,073		110,615,682		115,173,131		114,124,662		97,577,659				物理工学		76,689,397

		情報工学専攻 コウガク センコウ		81,634,111		74,611,345		78,169,000		105,710,756		118,933,381		145,171,080		127,290,235				電気・機械		111,661,505

		社会工学専攻 コウガク センコウ		57,980,604		64,477,396		74,675,432		61,261,082		54,392,311		33,877,673		92,874,228				情報工学		140,412,957

		産業戦略工学専攻 コウガク センコウ		35,044,904		19,010,000		22,996,094		8,840,000		5,328,598		22,166,430		23,247,926				社会工学		110,198,200

		未来材料創成工学専攻 コウガク センコウ		125,485,336		114,647,064		93,929,343		117,264,338		92,451,603		88,911,308		80,026,560				共同ナノ		12,053,400

		創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 コウガク センコウ		29,592,709		44,117,291		56,095,000		55,079,355		62,272,547		57,820,566		62,812,701				若手イノ		26,785,179

		共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 カガク センコウ		-- 		-- 		-- 		84,023,196		56,056,066		56,004,416		12,053,400				その他 ホカ		9,126,479

		若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ ケンキュウ ヨウセイ		10,010,000		7,670,000		41,208,612		31,704,994		29,549,095		40,325,514		26,785,179				合計		676,631,571

		その他 タ		6,630,000		10,790,000		22,807,356		14,002,507		8,738,864		11,208,711		9,126,479

		合　　計 ア ケイ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

														　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ



&P	


物質工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	71490000	90948883	82262466	69844555	77985029	83544858	144837204	機能工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	181710000	150073903	150037073	110615682	115173131	114124662	97577659	情報工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	81634111	74611345	78169000	105710756	118933381	145171080	127290235	社会工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	57980604	64477396	74675432	61261082	54392311	33877673	92874228	産業戦略工学専攻	20	10	2011	2012	2013	2014	2015	2016	35044904	19010000	22996094	8840000	5328598	22166430	23247926	未来材料創成工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	125485336	114647064	93929343	117264338	92451603	88911308	80026560	創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	29592709	44117291	56095000	55079355	62272547	57820566	62812701	共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	84023196	56056066	56004416	12053400	若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10010000	7670000	41208612	31704994	29549095	40325514	26785179	その他	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	6630000	10790000	22807356	14002507	8738864	11208711	9126479	合　　計	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	599577664	576345882	622180376	658346465	620880625	653155218	676631571	

金額　 (百万円)









生命・応用	2016	189704454	物理工学	2016	76689397	電気・機械	2016	111661505	情報工学	2016	140412957	社会工学	2016	110198200	共同ナノ	2016	12053400	若手イノ	2016	26785179	その他	2016	9126479	金額（百万円）



5項(4)

		（４）本学専攻別の研究者当たりの科研費獲得額及び件数（平成29年度） ホンガク センコウ ベツ ケンキュウシャ ア カケン ヒ カクトク ガク オヨ ケンスウ ヘイセイ ネンド







































































				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		金額 キンガク		189,704,454		76,689,397		111,661,505		140,412,957		110,198,200

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの金額 ケンキュウシャ ア キンガク		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749

		専任教員数（Ｈ29.5.1） センニン キョウイン スウ



				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		件数 ケンスウ		48		25		47		50		37

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの件数 ケンキュウシャ ア ケンスウ		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73





				生命・応用化学 セイメイ オウヨウ カガク		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		万円/人 マン エン ニン		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749











		件/人 ケン ニン		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73

		金額平均 キンガク ヘイキン		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298

		件数平均 ケンスウ ヘイキン		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81





万円/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	2529392.7200000002	2191125.6285714284	1830516.475409836	3424706.2682926827	2160749.0196078434	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	件/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0.64	0.7142857142857143	0.77049180327868849	1.2195121951219512	0.72549019607843135	万円/人

件/人

金額平均

件数平均

242

0.81



5項(5)

		(5) 共同研究費受入額及び件数の推移 キョウドウ ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク オヨ ケンスウ スイイ





































				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		388,976,900		490,260,329		860,837,573		544,623,799		524,376,003		524,376,003		524,376,003

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		40,927,928		50,977,194		33,552,681		57,535,820		83,441,570		83,441,570		83,441,570

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		8,572,136		10,115,800		63,289,691		54,369,398		46,677,000		46,677,000		46,677,000

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

																		294



				◆件数◆ ケンスウ

				区　　分		Ｈ22（件） ケン		Ｈ23（件） ケン		Ｈ24（件） ケン		Ｈ25（件） ケン		Ｈ26（件） ケン		Ｈ26（件） ケン

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		204		221		221		218		238		238

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		8		9		8		9		7		7

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		2		7		9		11		5		5

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		250		294





				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		271		294

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

		（6）受託研究費受入額の推移 ジュタク ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク スイイ























																		（単位：円） タンイ エン

				区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

				元データ モト												（単位：円） タンイ エン

				区　　分		Ｈ22		Ｈ23		Ｈ24		Ｈ25		Ｈ26		Ｈ27		Ｈ28

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823



&P	


金額	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	438476964	551353323	957679945	656529017	654494573	680949643	756380632	件数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	214	237	238	238	250	271	294	

件　数





金　額（  百 万円）









受託研究受入額の推移



府省/研究開発法人等	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	908189338	951809974	594079817	818633100	424418045	478681716	736862531	民間企業	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2850000	8304250	13299000	14356000	3530000	4140000	13667292	合計	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	911039338	960114224	607378817	832989100	427948045	482821716	750529823	

金　額（百万円）









■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者費



5項(7)

		(7）学内研究推進経費・科研費・共同研究費・受託研究費合計額の推移 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ カケン ヒ キョウドウ ケンキュウ ヒ ジュタク ケンキュウ ヒ ゴウケイ ガク スイイ



																		（単位：円） タンイ エン

				区分 クブン		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				科研費 カケン ヒ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

				共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

				学内研究推進経費 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ		40,000,000		40,000,000		55,000,000		55,000,000		45,000,000		45,000,000		46,000,000

				合計 ゴウケイ		1,989,093,966		2,127,813,429		2,242,239,138		2,202,864,582		1,748,323,243		1,861,926,577		2,229,542,026
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4項(2)_データ6校(ESI)

		Name		Rank		Web of Science Documents		Category Normalized Citation Impact		% Documents in Top 10%		% Documents in Top 1%		% International Collaborations		International Collaborations		Impact Relative to World		Citation Impact		Times Cited		% Docs Cited		% Industry Collaborations		Publication Year				3年移動平均 ネン イドウ ヘイキン		Web of Science Documents★総数		International Collaborations★総数 ソウスウ

		Global Baseline		n/a		898223		1		9.86		0.99		18.73		168198		2.683		29.79		26756895		91.47		1.85		2004

		Global Baseline		n/a		945808		1		9.9		0.99		18.9		178805		2.54		28.19		26665246		91.69		1.82		2005

		Global Baseline		n/a		998593		1		9.86		0.99		19.35		193256		2.36		26.21		26168159		91.98		1.78		2006

		Global Baseline		n/a		1049045		1		9.81		0.99		19.74		207124		2.188		24.29		25482275		91.68		1.72		2007

		Global Baseline		n/a		1124181		1		9.82		0.99		20.01		224972		1.969		21.86		24573306		91.19		1.72		2008

		Global Baseline		n/a		1172371		1		9.85		0.99		20.63		241822		1.775		19.71		23104182		91.12		1.7		2009

		Global Baseline		n/a		1213311		1		9.76		0.99		21.43		260068		1.562		17.34		21034320		90.79		1.65		2010

		Global Baseline		n/a		1289084		1		9.78		0.99		22.04		284063		1.301		14.44		18620327		89.92		1.6		2011

		Global Baseline		n/a		1363576		1		9.72		0.98		22.47		306454		1.052		11.68		15922868		88.44		1.54		2012

		Global Baseline		n/a		1438849		1		9.5		0.97		23.27		334772		0.788		8.75		12585386		86.2		1.48		2013

		Global Baseline		n/a		1479339		1		9.21		0.96		24.11		356678		0.527		5.85		8650617		80.97		1.42		2014

		Global Baseline		n/a		1526233		1		8.79		0.93		25		381526		0.257		2.86		4360084		66.79		1.34		2015

		Global Baseline		n/a		1483615		1		7.05		0.83		26.52		393518		0.053		0.59		872404		27.96		1.38		2016

		Nara Institute of Science & Technology		1		373		1.15		12.06		2.14		16.62		62		1.762		37.97		14164		92.23		3.22		2004

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.21		14.25		1.81		15.8		61		1.736		35.38		13657		91.45		4.92		2005				2004-2006		383		67

		Nara Institute of Science & Technology		1		389		1.26		14.14		1.8		19.79		77		1.98		37.87		14733		90.49		4.88		2006				2005-2007		387		63

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.32		13.99		2.07		13.21		51		1.865		33.03		12750		94.3		5.96		2007				2006-2008		388		64

		Nara Institute of Science & Technology		1		388		1.13		12.11		0.77		16.49		64		1.516		24.53		9517		95.88		4.9		2008				2007-2009		373		59

		Nara Institute of Science & Technology		1		346		1.09		11.85		0.87		18.21		63		1.576		23.01		7962		95.66		5.78		2009				2008-2010		354		72

		Nara Institute of Science & Technology		1		329		1.39		16.41		2.74		26.75		88		1.988		25.74		8470		92.71		3.04		2010				2009-2011		334		74

		Nara Institute of Science & Technology		1		326		1.32		15.03		2.45		21.78		71		1.816		19.85		6470		95.4		4.29		2011				2010-2012		322		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		311		1.01		12.22		0.64		21.86		68		1.389		12.28		3819		91.96		3.54		2012				2011-2013		323		73

		Nara Institute of Science & Technology		1		332		1.08		12.95		0.9		24.4		81		1.562		10.44		3467		92.17		2.71		2013				2012-2014		328		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		340		1.07		11.47		1.76		23.53		80		1.483		6.66		2263		85.88		3.24		2014				2013-2015		340		85

		Nara Institute of Science & Technology		1		348		1.06		8.91		0.86		27.01		94		1.466		3.3		1148		74.71		2.3		2015				2014-2016		346		94

		Nara Institute of Science & Technology		1		350		1.15		10		2		30.57		107		1.523		0.74		260		31.71		2		2016

		Tokyo Institute of Technology		2		2628		1.03		9.74		0.99		22.72		597		1.192		25.68		67490		92.47		3.54		2004

		Tokyo Institute of Technology		2		2592		1.02		10.03		1.16		23.03		597		1.203		24.52		63555		91.71		3.2		2005				2004-2006		2575		591

		Tokyo Institute of Technology		2		2504		1.04		9.78		1.2		23.12		579		1.244		23.79		59579		92.09		3.55		2006				2005-2007		2504		595

		Tokyo Institute of Technology		2		2415		1.04		10.19		1.2		25.22		609		1.266		22.42		54146		91.72		3.44		2007				2006-2008		2474		609

		Tokyo Institute of Technology		2		2502		1.2		12.15		1.44		25.5		638		1.448		23.43		58625		92.45		4.8		2008				2007-2009		2440		641

		Tokyo Institute of Technology		2		2403		1.12		11.99		1.37		28.17		677		1.494		21.81		52420		93.3		3.66		2009				2008-2010		2414		663

		Tokyo Institute of Technology		2		2336		1.13		11.56		1.46		28.81		673		1.522		19.71		46046		94.01		3.98		2010				2009-2011		2377		680

		Tokyo Institute of Technology		2		2392		1.08		11.04		1.13		28.85		690		1.453		15.88		37991		92.22		3.26		2011				2010-2012		2362		722

		Tokyo Institute of Technology		2		2358		1.24		10.47		1.27		34.01		802		1.707		15.09		35573		90.25		3.18		2012				2011-2013		2378		760

		Tokyo Institute of Technology		2		2384		1.07		10.91		1.26		33.01		787		1.468		9.81		23385		87.12		2.77		2013				2012-2014		2395		816

		Tokyo Institute of Technology		2		2444		1.07		10.76		1.19		35.11		858		1.504		6.75		16502		85.56		3.03		2014				2013-2015		2410		830

		Tokyo Institute of Technology		2		2401		1.17		10.7		1.67		35.19		845		1.661		3.74		8972		74.01		3.67		2015				2014-2016		2411		858

		Tokyo Institute of Technology		2		2388		1.33		9.84		1.13		36.43		870		1.865		0.91		2172		33.88		2.97		2016

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		593		0.83		7.59		0.34		20.74		123		1.1		23.71		14060		94.6		2.53		2004

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		569		0.89		7.73		0.88		23.02		131		1.114		22.7		12915		94.55		2.99		2005				2004-2006		590		131

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		608		0.83		7.24		0.49		22.86		139		1.069		20.45		12433		95.07		4.61		2006				2005-2007		614		142

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		665		0.96		8.72		1.65		23.31		155		1.165		20.63		13719		93.23		3.76		2007				2006-2008		676		151

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		754		0.78		6.1		0.53		21.22		160		0.975		15.78		11897		91.51		1.72		2008				2007-2009		695		155

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		667		0.81		6.75		0.45		22.34		149		1.204		17.59		11734		93.7		2.7		2009				2008-2010		692		147

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		655		0.77		6.26		0.46		20.31		133		0.974		12.61		8259		92.21		2.6		2010				2009-2011		659		134

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		654		0.74		5.5		0.15		18.2		119		0.919		10.05		6572		90.06		1.22		2011				2010-2012		660		139

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		672		0.78		5.51		0.6		24.4		164		0.998		8.82		5929		88.69		1.49		2012				2011-2013		691		157

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		746		0.87		7.1		0.4		25.2		188		1.122		7.5		5596		89.54		0.94		2013				2012-2014		693		172

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		661		0.94		7.11		1.21		24.81		164		1.18		5.3		3503		82.75		2.42		2014				2013-2015		700		181

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		693		0.8		5.92		0.29		27.56		191		1.1		2.47		1715		67.68		1.15		2015				2014-2016		677		183

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		676		0.74		5.18		0.59		28.85		195		0.931		0.45		307		25.89		1.18		2016

		Kyushu Institute of Technology		4		354		0.77		6.21		0.56		19.77		70		0.853		18.39		6510		88.14		2.26		2004

		Kyushu Institute of Technology		4		358		0.77		6.42		0.56		22.63		81		0.783		15.95		5711		86.87		3.63		2005				2004-2006		352		73

		Kyushu Institute of Technology		4		343		0.6		3.5		0.29		20.12		69		0.688		13.15		4512		89.21		5.25		2006				2005-2007		344		70

		Kyushu Institute of Technology		4		332		0.61		4.22		0.3		17.77		59		0.671		11.89		3947		87.05		2.11		2007				2006-2008		332		68

		Kyushu Institute of Technology		4		322		0.82		6.83		1.55		23.6		76		0.828		13.41		4317		92.24		3.11		2008				2007-2009		322		67

		Kyushu Institute of Technology		4		311		0.73		4.82		0.96		20.9		65		0.8		11.69		3635		87.46		3.54		2009				2008-2010		311		73

		Kyushu Institute of Technology		4		300		0.46		2		0		26.33		79		0.589		7.63		2289		84.33		4		2010				2009-2011		289		67

		Kyushu Institute of Technology		4		255		0.57		3.92		0.39		22.75		58		0.732		8		2041		84.71		1.57		2011				2010-2012		273		69

		Kyushu Institute of Technology		4		263		0.79		7.98		1.14		26.62		70		0.936		8.27		2176		85.93		3.8		2012				2011-2013		281		76

		Kyushu Institute of Technology		4		324		0.7		6.79		0.31		30.86		100		0.888		5.94		1924		79.94		2.47		2013				2012-2014		307		90

		Kyushu Institute of Technology		4		334		1.05		9.28		2.1		29.64		99		1.529		6.87		2293		78.44		4.79		2014				2013-2015		321		97

		Kyushu Institute of Technology		4		304		0.81		4.93		0.66		29.93		91		1.143		2.57		782		63.82		2.96		2015				2014-2016		309		95

		Kyushu Institute of Technology		4		289		0.85		7.61		1.04		32.87		95		1.107		0.54		156		23.18		0.69		2016

		Nagoya Institute of Technology		5		458		0.74		4.8		0.44		11.79		54		0.802		17.28		7914		88.65		3.06		2004

		Nagoya Institute of Technology		5		495		0.7		5.45		0.61		14.14		70		0.772		15.73		7786		90.51		4.24		2005				2004-2006		477		66

		Nagoya Institute of Technology		5		479		0.66		5.64		0.21		15.24		73		0.73		13.97		6694		89.35		3.97		2006				2005-2007		463		75

		Nagoya Institute of Technology		5		415		0.73		5.78		0.48		19.52		81		0.83		14.7		6101		89.4		2.17		2007				2006-2008		445		85

		Nagoya Institute of Technology		5		441		0.63		4.08		0.23		22.68		100		0.78		12.62		5564		90.25		4.08		2008				2007-2009		422		88

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.67		3.9		0.49		20.49		84		0.866		12.64		5184		90		2.44		2009				2008-2010		420		90

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.65		4.88		0		20.73		85		0.824		10.68		4378		88.78		3.41		2010				2009-2011		405		91

		Nagoya Institute of Technology		5		395		0.69		5.82		0.25		26.33		104		0.884		9.66		3816		90.63		2.53		2011				2010-2012		421		98

		Nagoya Institute of Technology		5		459		0.65		4.36		0		23.09		106		0.873		7.72		3542		86.06		2.18		2012				2011-2013		432		102

		Nagoya Institute of Technology		5		443		0.73		5.87		0.68		21.44		95		1.011		6.76		2993		85.55		2.26		2013				2012-2014		438		100

		Nagoya Institute of Technology		5		412		0.73		5.83		0		24.03		99		1.064		4.78		1968		83.25		3.16		2014				2013-2015		421		97

		Nagoya Institute of Technology		5		407		0.77		6.39		0.49		23.59		96		1.315		2.96		1204		65.85		1.23		2015				2014-2016		415		107

		Nagoya Institute of Technology		5		425		0.72		6.59		0		29.65		126		0.979		0.48		203		25.88		2.35		2016

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.6		5		0		25.63		82		0.664		14.32		4581		85.94		2.81		2004

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.83		6.88		0.94		20.63		66		1.002		20.43		6537		87.5		4.38		2005				2004-2006		324		77

		Toyohashi University of Technology		5		331		0.62		6.04		0.3		24.77		82		0.707		13.52		4475		84.89		1.51		2006				2005-2007		310		71

		Toyohashi University of Technology		5		279		0.7		5.38		0.36		23.3		65		0.771		13.65		3808		90.68		1.08		2007				2006-2008		293		74

		Toyohashi University of Technology		5		268		0.72		7.09		0.37		27.99		75		0.903		14.61		3916		89.93		2.61		2008				2007-2009		264		65

		Toyohashi University of Technology		5		244		0.65		3.69		0		22.95		56		0.813		11.87		2897		91.8		1.23		2009				2008-2010		257		62

		Toyohashi University of Technology		5		259		0.61		3.86		0		20.85		54		0.869		11.25		2915		87.64		1.54		2010				2009-2011		239		55

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.67		5.12		0.47		26.05		56		0.9		9.84		2116		91.16		2.79		2011				2010-2012		228		56

		Toyohashi University of Technology		5		211		0.63		4.74		0		27.49		58		0.825		7.29		1538		87.68		2.84		2012				2011-2013		214		54

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.69		5.12		0.47		21.86		47		0.968		6.47		1391		85.58		0.93		2013				2012-2014		215		45

		Toyohashi University of Technology		5		218		0.67		3.21		0		13.3		29		0.989		4.44		968		79.36		0.92		2014				2013-2015		213		42

		Toyohashi University of Technology		5		207		0.71		3.86		0		24.15		50		0.973		2.19		453		59.42		2.42		2015				2014-2016		215		47

		Toyohashi University of Technology		5		220		1.02		7.73		0.91		28.64		63		1.407		0.69		151		29.55		3.18		2016

		Filter Summary:

		Dataset: InCites Dataset

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		Exported date  2017-04-18. 

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 
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はじめに 


 


本調査資料は、文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下 NISTEP）が2016年11月に発


表した、「日本の科学研究力の現状と課題」（ NISTEPブックレット-1（ver.4））の内容に照ら


して、名古屋工業大学として観た場合の、研究に関わる状況を評価したものである。  


ただし、データの入手性や評価指標の観点から、当該レポートのすべての項目に対応は出来


ていない。 


 


また、本調査資料の１．項目「論文生産の量と質から見た本学の研究力」及び２．項目  


の「研究領域レベルで見た本学の状況」において設定している研究分野は、 NISTEPが研究ポ


ートフォリオ8分野としたものを用いている。  


 


この8分野は、Clarivate Analytics社（旧トムソン・ロイター社）の Web of Science 


データベース収録論文を Essential Science Indicator （ESI）22分野に集約した研究分野


のうち、自然科学系の19分野をNISTEPが研究力の評価分析対象として研究ポートフォリオ


8分野に対応したものである。その分類を表に示す。  


 


 


No. 研究ポートフォリオ 8 分野 集約した ESI22 分野 


PF1 化学  化学 


PF2 材料科学 材料科学 


PF3 物理学  物理学、宇宙科学 


PF4 計算機科学・数学 計算機科学、数学 


PF5 工学  工学 


PF6 環境・地球科学 環境/生態学、地球科学 


PF7 臨床医学 臨床医学、精神医学/心理学 


 


PF8 


 


基礎生命科学 


農業科学、生物学・生化学、免疫学、微生物


学、 


分子生物学・遺伝学、神経科学・行動学、薬理


学・毒性学、植物・動物学  


（注）経済学・経営学、複合領域、社会科学は除いている。本文中では分野名を略記する場合がある。  


出典：トムソン・ロイター “Essential Science Indicators ”ジャーナルの分類は以下による。  


http://incites-help.isiknowledge.com/incitesLive/ESIGroup/overviewESI/esiJournalsList.html  


（MJL2015_MarchUpdate） 


「研究論文に着目した日本の大学ベンチマーキング 2015」（調査資料-243）＜本編＞10頁表6コピーを引用した。 
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1項(1)

		1. 論文生産の量と質から見た本学の研究力



		(1) 名工大のTOP1％論文数の推移 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ





		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0

		物理学 ブツリガク				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		材料科学 ザイリョウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		工学 コウガク				0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ				2		2		3		3		1		1		0		1		0		1		0





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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名工大のTOP1％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(2)

		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ





		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ











		(2) 国立工科系大学TOP1%論文数の推移比較 (2/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                             Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	11	13	11	14	13	16	14	15	16	14	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工	業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	3	3	3	3	3	5	5	4	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	5	5	5	4	3	4	3	3	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	3	3	2	1	0	0	1	1	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	1	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	名古屋工業大学	2004-2	006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	3	2	4	4	5	4	4	3	2	3	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	4	4	4	2	1	0	1	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-200	8	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学 0 	0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年



報



化学　　               

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	7	7	7	7	5	4	5	5	6	6	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(3)

		(3) 名工大のTOP10％論文数の推移比較 メイコウダイ ロンブン スウ スイイ ヒカク



		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				6		7		9		7		8		10		11		11		9		13		15

		材料科学 ザイリョウ カガク				7		9		7		5		3		3		3		3		3		2		2

		物理学 ブツリガク				7		4		3		3		3		3		2		3		4		3		2

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				1		4		4		4		2		1		1		1		3		2		1

		工学 コウガク				3		3		2		3		2		3		2		3		4		5		5

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0

		臨床医学 リンショウ イガク				0		1		1		1		2		2		1		1		0		0		0

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				2		2		1		1		1		1		2		4		4		3		2

		合計 ゴウケイ				26		30		28		25		22		24		23		27		27		28		27



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		                         Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大のTOP10％論文数の推移

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-20	16	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(4)

		(4) 国立工科系大学TOP10%論文数の推移比較（分野毎） (1/2) コクリツ コウカケイ ダイガク ロンブン スウ スイイ ヒカク ブンヤ マイ























































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ





















































		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		　　   Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



































&P	


化学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	65	61	65	62	66	56	55	56	60	63	59	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	9	10	7	7	9	10	10	9	8	8	10	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	14	14	13	11	11	10	10	10	11	11	8	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	8	8	6	5	3	3	2	2	1	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	3	4	4	3	2	1	3	8	10	9	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	7	9	7	8	10	11	11	9	13	15	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報





物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報



基礎生命科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	30	32	30	34	34	36	28	27	31	33	28	奈良先端科	学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	34	32	32	29	32	32	27	22	21	21	17	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15	17	17	17	14	13	11	12	15	17	16	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	年



報



材料科学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	32	34	37	33	29	25	23	20	17	17	21	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	6	5	3	1	1	2	3	3	1	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009	-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	3	4	3	2	1	2	2	2	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6	5	7	6	5	4	3	3	3	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	9	7	5	3	3	3	3	3	2	2	年



報



工学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20	22	24	30	34	35	31	26	27	30	35	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	2	3	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3	2	3	2	3	2	3	4	5	5	年



報



計算機・数学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13	18	21	24	21	17	11	9	11	12	10	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	5	6	6	3	2	1	1	1	2	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	5	6	8	7	6	5	4	3	2	2	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	4	4	4	2	1	1	1	3	2	1	年



報



環境・地球科学

東京工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	16	12	14	16	19	17	13	15	15	15	11	奈良先端科学技術大学院大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京農工大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	4	4	5	6	4	4	4	4	5	6	6	豊橋技術科学大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	九州工業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	名古屋工	業大学 0 0	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	年



報



臨床医学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	1	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	年



報



物理学

東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	94	94	99	104	108	110	111	108	96	90	87	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	12	12	13	12	11	9	9	9	7	6	5	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	4	5	5	4	3	4	6	6	5	4	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	7	4	3	3	3	3	2	3	4	3	2	年



報





■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力



1項(5)

		(5) 大学構造の分析 ダイガク コウゾウ ブンセキ

		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(1/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		化学 カガク

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																																		奈先端 ナ センタン		0.05		○		11.8		▼



		[Q3]														東工大 トウコウダイ		0.39		▼		8.92		▼		農工大 ノウコウダイ		0.1		▼		6.02		▼		名工大 メイコウ ダイ		0.07		▼		7.96		◎		豊技大 トヨ ギダイ		0.04		▼		6.3		▼

																																														九工大 キュウ コウダイ		0.03		▼		8.56		◎

		[Q4]



		[Q5]







		物理学

				物理学 ブツリガク		[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]				東工大 トウコウダイ		0.62		▼		13.63		◎



		[Q2]																																		農工大 ノウコウダイ		0.08		▼		10.89		▼



		[Q3]



		[Q4]																																		奈先端 ナ サキ タン		0.05		▼		4.8		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.07		▼		5.71		▼

																																				名工大 メイコウダイ		0.09		▼		3.73		▼

		[Q5]																																												豊技大 トヨ ワザ ダイ		0.04		▼		2.94		◎







		基礎生命科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		15.28		○



		[Q2]																																		東工大 トウコウダイ		0.07		▼		10.06		○



		[Q3]																																												豊技大 トヨ ギダイ		0.01		▼		7.56		○



		[Q4]																																		農工大 ノウコウダイ		0.07		▼		4.58		▼		九工大 キュウ コウダイ		0.01		▼		5.53		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.01		▼		4.43		◎

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(2/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ

				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		材料科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.38		▼		9.19		▼																						奈先端 ナ サキ タン		0.03		▼		9.77		▼



		[Q3]



		[Q4]																								名工大 メイコウダイ		0.14		▼		3.85		▼		豊技大 トヨ ギ ダイ		0.08		▼		5.11		▼		農工大 ノウコウダイ		0.04		▼		5.87		▼

																																				九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		4.19		◎

		[Q5]







		工学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]														東工大 トウコウダイ		0.28		▼		9.12		○



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		▼		8.35		○		奈先端 ナ サキ タン		0.02		▼		6.51		▼



		[Q4]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.05		▼		4.17		◎		豊技大 トヨ ギ オオ		0.04		▼		5.21		○

																																				名工大 メイコウダイ		0.05		▼		5.69		◎

		[Q5]







		計算機・数学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.19		▼		8.33		▼



		[Q3]																																		九工大 キュウ コウダイ		0.06		▼		7.01		▼



		[Q4]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.04		▼		4.74		▼

																																														農工大 ノウコウダイ		0.02		▼		4.61		◎

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.02		▼		4.37		◎

																																														名工大 メイコウダイ		0.04		▼		4.35		○

		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 





		国立工科大学における各分野の2005～2016年までの総論文数にしめる大学論文の比　(3/3) カクブンヤ ネン ソウ ロンブン スウ ダイガク ロンブン ヒ



				[V1]		世界シェア0.5%以上 セカイ イジョウ

				[V2]		世界シェア0.25%以上 0.5%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V3]		世界シェア0.1%以上 0.25%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V4]		世界シェア0.05%以上 0.1%未満 セカイ イジョウ ミマン

				[V5]		世界シェア0.01%以上 0.05%未満 セカイ イジョウ ミマン



				[Q1]		12%以上 イジョウ

				[Q2]		9%以上 12%未満 イジョウ ミマン

				[Q3]		6%以上 9%未満 イジョウ ミマン

				[Q4]		3%以上 6%未満 イジョウ ミマン

				[Q5]		3%未満 ミマン

																														◎		：伸び率20%以上

				X		：V値の伸び率 アタイ ノ リツ																								○		：伸び率0～20%

				Y		：Q値の伸び率 アタイ ノ リツ																								▼		：伸び率マイナス

		環境・地球科学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]



		[Q2]																								東工大 トウコウダイ		0.15		▼		10.44		▼



		[Q3]																																		農工大 ノウコウダイ		0.05		◎		8.38		▼		豊技大 トヨ ギ オオ		0.01		▼		7.5		◎



		[Q4]																																												名工大 メイコウダイ		0.01		▼		3.95		▼



		[Q5]



		臨床医学

						[V1]										[V2]										[V3]										[V4]										[V5]

						大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y		大学名 ダイガク ナ		V		X		Q		Y

		[Q1]																																												奈先端 ナ サキ タン		0.00		▼		15.45		○



		[Q2]																																																										0.01

																																																												0

		[Q3]																																												農工大 ノウコウダイ		0.01		○		6.71		◎						0

																																														豊技大 トヨ ギ オオ		0.00		◎		7.61		◎						0.01

																																														名工大 メイコウダイ		0.00		○		6.67		▼

		[Q4]																																												東工大 トウコウダイ		0.01		○		5.47		▼



		[Q5]







		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology,

		                            Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology, Nagoya Institute of Technology]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

V = 大学毎生産数/世界総論文数

Q = 2005～2016年までのQ値(TOP10％論文数/総論文数)の平均値

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学

東工大・・・東京工業大学
農工大・・・東京農工大学
奈先端・・・奈良先端科学技術大学院大学
名工大・・・名古屋工業大学
豊技大・・・豊橋技術科学大学
九工大・・・九州工業大学



1項(6)

		(6) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		　　　における8分野毎の論文数シェアの推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		934386		602734		337524		2346052		561443		384683		418082		2560628

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		735		576		612		216		343		168		36		48

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.08		0.10		0.18		0.01		0.06		0.04		0.01		0.00

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		1117023		659398		488339		2848999		781321		484742		578813		3363057

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		772		550		504		213		343		154		40		72

		名工大世界シェア(%) メイコウダイ セカイ		0.07		0.08		0.10		0.01		0.04		0.03		0.01		0.00

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移 

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	7.8661281312005962E-2	9.5564544226806519E-2	0.18132043943541792	9.2069570495453643E-3	6.109257751900015E-2	4.3672322405721074E-2	8.6107510009998042E-3	1.8745401518689947E-3	



第2期中期計画期間における8分野毎の論文数シェア（Ｖ値％）の推移

名工大世界シェア(%)	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.9112274322014861E-2	8.3409412828064383E-2	0.10320699350246448	7.4763101004949456E-3	4.3900010367057839E-2	3.1769477371467708E-2	6.910694818533793E-3	2.1409092977014662E-3	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項(7)

		(7) 名工大の第1期及び第2期中期計画期間 メイコウダイ ダイ キ オヨ ダイ キ チュウキ ケイカク キカン

		における8分野毎のQ値の推移

		第1期：2005-2010年 ダイ キ ネン





























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.84		9.82		9.7		9.14		9.34		9.69		9.61		8.83

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		6.39		3.99		5.56		2.31		4.08		4.17		5.56		8.33

		第2期：2011-2016年 ダイ キ ネン



























































				化学 カガク		物理 ブツリ		材料科学 ザイリョウ カガク		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク		工学 コウガク		計算機・数学 ケイサンキ スウガク		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク		臨床医学 リンショウ イガク

		Global Baseline		8.73		9.08		9.45		8.04		8.89		8.5		9.13		7.46

		名古屋工業大学 ナゴヤ コウギョウ ダイガク		9.46		3.45		1.79		6.57		7.29		4.55		2.5		5.56

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Research Area:  [Chemistry, Physics, Materials Science, Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, 

		                        Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior,

		                        Pharmacology & Toxicology, Plant & Animal Science, Engineering , Mathematics,

		                        Computer Science, Environment/Ecology, Geosciences, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology]

		Time Period:  [2005, 2016]

		Exported date  2017-06-14. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


第1期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.84	9.82	9.6999999999999993	9.14	9.34	9.69	9.61	8.83	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	6.39	3.99	5.56	2.31	4.08	4.17	5.56	8.33	



第2期中期計画期間における8分野毎のQ値の推移

Global Baseline	8.73	9.08	9.4499999999999993	8.0399999999999991	8.89	8.5	9.1300000000000008	7.46	名古屋工業大学	化学	物理	材料科学	基礎生命科学	工学	計算機・数学	環境・地球科学	臨床医学	9.4600000000000009	3.45	1.79	6.57	7.29	4.55	2.5	5.56	



■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\1.論文生産の量と質から見た本学の研究力\大学構造の分析_170620.xlsx



1項（8）

				(8)研究費の違いによる論文数とＣＮＣＩの傾向 ケンキュウ ヒ チガ ロンブン スウ ケイコウ



				　　ａ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文数の推移比較 ヒカク

























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				論文数		科研費		34		61		84		76		109		103		104		107		134

						科研費以外		610		562		538		439		542		516		547		518		477

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

				Funding Agency Type:  Funded



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 









				　　ｂ.名工大の科研費関与論文と科研費以外による論文のCNCIの推移比較 ヒカク



























































				年度				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				CNCI		科研費		0.86		0.98		0.83		0.8		0.72		0.57		0.72		0.77		0.59

						科研費以外		0.87		0.61		0.71		0.69		0.7		0.89		0.74		0.75		0.69

				Schema:  Web of Science

				Time Period:  [2008, 2016]

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]



				Exported date  2017-07-21. 

				InCites dataset updated  2017-07-01. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


論文数/科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	34	61	84	76	109	103	104	107	134	論文数/科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	610	562	538	439	542	516	547	518	477	年度

論文数

CNCI 科研費	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.86	0.98	0.83	0.8	0.72	0.56999999999999995	0.72	0.77	0.59	0 科研費以外	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.87	0.61	0.71	0.69	0.7	0.89	0.74	0.75	0.69	年度

ＣＮＣＩ



2項(1)

		2. 研究領域レベルで見た本学の状況 ケンキュウ リョウイキ ミ ホンガク ジョウキョウ

		(1) 世界で注目を集めている研究領域 セカイ チュウモク アツ ケンキュウ リョウイキ



















































































		分野 ブンヤ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				0.71		0.74		0.75		0.70		0.72		0.79		0.83		0.84		0.77		0.90		0.97

		材料科学 ザイリョウ カガク				0.72		0.78		0.70		0.67		0.69		0.65		0.65		0.54		0.54		0.50		0.46

		物理学 ブツリガク				0.81		0.60		0.61		0.61		0.61		0.58		0.55		0.60		0.68		0.67		0.59

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				0.28		0.60		0.63		0.71		0.49		0.40		0.40		0.58		0.76		0.72		0.52

		工学 コウガク				0.65		0.60		0.65		0.71		0.65		0.66		0.65		0.82		0.88		0.86		0.80

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				0.55		0.53		0.69		0.91		0.87		0.79		0.66		0.59		0.50		0.32		0.23

		臨床医学 リンショウ イガク				0.38		0.53		0.62		0.88		0.83		0.95		0.81		0.84		0.67		0.59		0.44

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				0.67		0.61		0.50		0.44		0.54		0.57		0.87		0.98		1.05		1.01		0.86

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　 　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


名工大の研究領域毎の相対被引用数（CNCI）の推移比較

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.71	0.73666666666666669	0.7533333333333333	0.70333333333333325	0.72000000000000008	0.78666666666666663	0.82666666666666666	0.84	0.77333333333333343	0.90333333333333332	0.97333333333333327	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.72333333333333327	0.77999999999999992	0.69666666666666677	0.66666666666666663	0.68666666666666665	0.65	0.65	0.54333333333333333	0.53666666666666674	0.5033333333333333	0.45666666666666672	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.81333333333333335	0.60333333333333339	0.61	0.61333333333333329	0.61	0.57999999999999996	0.54999999999999993	0.60333333333333339	0.67666666666666675	0.67333333333333334	0.58666666666666667	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.27666666666666667	0.6	0.63	0.71333333333333337	0.48666666666666664	0.40333333333333332	0.39999999999999997	0.57666666666666666	0.7599999999999999	0.72000000000000008	0.52	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.65333333333333332	0.60333333333333328	0.64666666666666661	0.71333333333333337	0.65	0.66	0.64666666666666661	0.81666666666666676	0.87666666666666682	0.8633333333333334	0.79666666666666675	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.54666666666666675	0.52999999999999992	0.68666666666666665	0.90666666666666662	0.87333333333333341	0.79	0.66	0.59333333333333338	0.5033333333333333	0.31666666666666665	0.23333333333333331	臨床医学	2004-2006	2005-2007	20	06-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.37666666666666665	0.52666666666666673	0.62333333333333329	0.8833333333333333	0.83	0.95000000000000007	0.81	0.84	0.66999999999999993	0.59333333333333338	0.44333333333333336	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.66666666666666663	0.60666666666666658	0.49666666666666665	0.44333333333333336	0.53666666666666663	0.57333333333333336	0.8666666666666667	0.97666666666666668	1.0466666666666666	1.0066666666666666	0.86333333333333329	年









化学

工学



2項(2)

		(2) 名工大における被引用数順位％と論文数の分布 メイコウダイ ヒ インヨウ スウ ジュンイ ロンブン スウ ブンプ

		　　(第1期 vs 第2期中期計画比較)



		対象論文数：3212報 タイショウ ロンブン スウ ホウ













				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				553		351		328		332		363

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				350		296		254		226		159

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2010]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



		対象論文数：2653報 タイショウ ロンブン スウ ホウ





				90>PSA>=100		80>PSA>=90		70>PSA>=80		60>PSA>=70		50>PSA>=60

				734		219		294		199		218

				40>PSA>=50		30>PSA>=40		20>PSA>=30		10>PSA>=20		0>PSA>=10

				275		220		175		167		152



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Time Period:  [2011, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers 

		                         (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-05-24. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 



&P	


2011～2016年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	734	219	294	199	218	275	220	175	167	152	

論文数







2004～2010年

Percentile in Subject Area	90	>	PSA	>	=100	80	>	PSA	>	=90	70	>	PSA	>	=80	60	>	PSA	>	=70	50	>	PSA	>	=60	40	>	PSA	>	=50	30	>	PSA	>	=40	20	>	PSA	>	=30	10	>	PSA	>	=20	0	>	PSA	>	=10	553	351	328	332	363	350	296	254	226	159	

論文数







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\2.研究領域レベルで見た本学の状況\名工大論文詳細PSA調査.xlsx

Ｔｏｐ１０％


Ｔｏｐ１０％




3項（1）

		3. 名工大の研究の国際化 メイコウダイ ケンキュウ コクサイ カ



		 (1) 国際共著論文のトレンド コクサイ キョウチョ ロンブン























































		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22		21		19		29

		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19		20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11		11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26		25		29		26

		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12		14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8		8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3		4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3		3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105		106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ																																																				2012-2014		2013-2015		2014-2016







		 (2)名工大における研究分野別の国際共著率の推移 メイコウダイ ケンキュウ ブンヤ ベツ コクサイ トモ リツ スイイ																																																				126		127		135

																																																						98		85		85

																																																						42		37		33

																																																						96		92		80

																																																						58		58		65

																																																						33		33		34

																																																						7		5		6

																																																						11		12		11

																																																						471		449		449

																																		[グラフ用：名工大] ヨウ メイコウダイ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				17		17		16		14		15		18		24		22

																																		物理学 ブツリガク				18		22		21		21		20		20		20		19

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				7		6		9		8		8		8		8		11

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				14		16		21		25		27		24		23		26

																																		工学 コウガク				7		10		13		16		14		12		11		12

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				3		4		5		6		7		8		8		8

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				2		2		3		3		4		3		4		3

																																		臨床医学 リンショウ イガク				0		0		0		1		1		2		3		3

																																		全分野 ゼンブンヤ				67		77		89		94		94		96		102		105

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013

																																		化学 カガク				122		123		126		126		122		120		122		121

																																		物理学 ブツリガク				114		104		91		88		88		87		97		98

																																		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				37		35		38		38		37		32		32		38

																																		材料科学 ザイリョウ カガク				122		125		119		106		104		95		94		95

																																		工学 コウガク				58		63		69		69		68		58		55		52

																																		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				27		31		34		39		45		45		41		32

																																		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				5		5		6		5		7		7		9		7

																																		臨床医学 リンショウ イガク				7		8		8		8		8		12		13		13

																																		全分野 ゼンブンヤ				492		494		490		480		479		456		463		456





















		国際共著率 (%) コクサイ キョウチョ リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016																												2012-2014		2013-2015		2014-2016

		化学 カガク				14.0		13.5		13.0		10.8		12.6		15.2		19.9		18.1		16.7		14.9		21.7																												21		19		29

		物理学 ブツリガク				15.5		20.8		22.7		23.9		22.3		23.0		20.3		19.7		20.1		21.1		23.2																												20		18		20

		基礎生命科学 キソ セイメイ カガク				17.9		17.3		23.0		20.2		20.5		25.0		26.0		29.2		26.0		29.1		32.0																												11		11		11

		材料科学 ザイリョウ カガク				11.2		13.0		17.9		23.9		25.7		25.7		24.8		27.4		26.3		31.5		32.0																												25		29		26

		工学 コウガク				11.4		15.9		18.8		23.8		20.2		21.1		20.1		23.1		24.9		25.3		25.8																												14		15		17

		計算機・数学 ケイサンキ スウガク				11.0		12.0		14.9		14.5		14.7		17.2		20.3		26.0		23.2		24.0		25.7																												8		8		9

		環境・地球科学 カンキョウ チキュウ カガク				40.0		46.7		58.8		56.3		52.4		40.9		44.4		50.0		60.0		60.0		68.4																												4		3		4

		臨床医学 リンショウ イガク				0.0		4.3		4.2		12.0		12.0		17.1		20.5		22.5		24.2		14.3		15.6																												3		2		2

		全分野 ゼンブンヤ				13.6		15.6		18.1		19.5		19.7		21.0		22.0		23.0		22.5		23.1		26.0																												106		104		117



		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		  　　　　        　　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		　　　　 　　　　　　　　 Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

		Exported date  2017-04-12.   InCites dataset updated  2017-03-25. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2016-12-31.

		Exported date  2017-04-26.   InCites dataset updated  2017-04-15. 

		         Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


分野の国際共著論文数

化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.972602739726025	13.513513513513514	12.9973474801061	10.8179	41952506596	12.568306010928962	15.235457063711911	19.891008174386922	18.131868131868131	16.666666666666664	14.921465968586389	21.674876847290641	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	15.497076023391815	20.833333333333336	22.710622710622712	23.863636363636363	22.348484848484851	22.988505747126435	20.344827586206897	19.661016949152543	20.136518771331058	21.09375	23.228346456692915	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.857142857142858	17.30769230769231	23.008849557522122	20.17543859649123	20.535714285714285	25	26.041666666666668	29.20353982300885	25.984251968503933	29.09090909090909	31.999999999999996	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.232876712328768	13.031914893617023	17.927170868347339	23.89937106918239	25.723472668810288	25.704225352112676	24.822695035460992	27.368421052631582	26.297577854671278	31.521739130434785	31.950207468879672	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	11.428571428571429	15.873015873015872	18.75	23.78640776699029	20.197044334975367	21.14285714	2857142	20.121951219512198	23.076923076923077	24.855491329479769	25.287356321839077	25.773195876288657	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	10.975609756097562	11.956521739130434	14.851485148514854	14.529914529914532	14.705882352941178	17.164179104477615	20.325203252032523	26.041666666666668	23.232323232323232	24	25.742574257425744	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	40	46.666666666666664	58.82352941176471	56.25	52.380952380952387	40.909090909090914	44.444444444444443	50	60	60	68.421052631578945	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	4.3478260869565215	4.1666666666666661	12	12	17.142857142857142	20.512820512820511	22.499999999999996	24.242424242424239	14.285714285714288	15.625000000000004	年



％







化学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17	16.666666666666668	16.333333333333332	13.666666666666666	15.333333333333334	18.333333333333332	24.333333333333332	22	21	19	29.333333333333332	物理学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.666666666666668	21.666666666666668	20.666666666666668	21	19.666666666666668	20	19.666666666666668	19.333333333333332	19.666666666666668	18	19.666666666666668	基礎生命科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	6	8.6666666666666661	7.666666666666667	7.666666666666667	8	8.3333333333333339	11	11	10.666666666666666	10.666666666666666	材料科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.666666666666666	16.333333333333332	21.333333333333332	25.333333333333332	26.666666666666668	24.333333333333332	23.333333333333332	26	25.333333333333332	29	25.666666666666668	工学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	6.666666666666667	10	13	16.333333333333332	13.666666666666666	12.333333333333334	11	12	14.333333333333334	14.666666666666666	16.666666666666668	計算機・数学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	3	3.6666666666666665	5	5.666666666666667	6.666666666666667	7.666666666666667	8.3333333333333339	8.3333333333333339	7.666666666666667	8	8.6666666666666661	環境・地球科学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2	2.3333333333333335	3.3333333333333335	3	3.6666666666666665	3	4	3.3333333333333335	4	3	4.333333333333333	臨床医学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0	0.33333333333333331	0.33333333333333331	1	1	2	2.6666666666666665	3	2.6666666666666665	1.6666666666666667	1.6666666666666667	年





論文数









分野の論文総数

×100 ＝ ★[％]



3項（3）



		 (3) 国立工科大学における国際共著率の比較 (国際共著論文総数の比較) コクサイ キョウチョ リツ ヒカク コクサイ キョウチョ ロンブン ソウスウ ヒカク



																																		[グラフ用] ヨウ

																																		国際共著論文数 コクサイ キョウチョ ロンブン スウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				591		595		609		641		663		680		722		760		816		830		858

																																		奈良先端科学技術大学院大学				67		63		64		59		72		74		76		73		76		85		94

																																		東京農工大学				131		142		151		155		147		134		139		157		172		181		183

																																		豊橋技術科学大学				77		71		74		65		62		55		56		54		45		42		47

																																		九州工業大学				73		70		68		67		73		67		69		76		90		97		95

																																		名古屋工業大学				66		75		85		88		90		91		98		102		100		97		107

																																		全分野 ゼンブンヤ				1005		1016		1051		1075		1107		1101		1160		1222		1299		1332		1384

																																		論文総数 ロンブン ソウスウ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

																																		東京工業大学				2575		2504		2474		2440		2414		2377		2362		2378		2395		2410		2411

																																		奈良先端科学技術大学院大学				383		387		388		373		354		334		322		323		328		340		346

																																		東京農工大学				590		614		676		695		692		659		660		691		693		700		677

																																		豊橋技術科学大学				324		310		293		264		257		239		228		214		215		213		215

																																		九州工業大学				352		344		332		322		311		289		273		281		307		321		309

																																		名古屋工業大学				477		463		445		422		420		405		421		432		438		421		415

																																		全分野 ゼンブンヤ				4701		4622		4608		4516		4448		4303		4266		4319		4376		4405		4373

































		国際共著論文率 コクサイ キョウチョ ロンブン リツ				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学				23.0		23.8		24.6		26.3		27.5		28.6		30.6		32.0		34.1		34.4		35.6

		奈良先端科学技術大学院大学				17.5		16.3		16.5		15.8		20.3		22.2		23.6		22.6		23.2		25.0		27.2

		東京農工大学				22.2		23.1		22.3		22.3		21.2		20.3		21.1		22.7		24.8		25.9		27.0

		豊橋技術科学大学				23.8		22.9		25.3		24.6		24.1		23.0		24.6		25.2		20.9		19.7		21.9

		九州工業大学				20.7		20.3		20.5		20.8		23.5		23.2		25.3		27.0		29.3		30.2		30.7

		名古屋工業大学				13.8		16.2		19.1		20.9		21.4		22.5		23.3		23.6		22.8		23.0		25.8

		全分野 ゼンブンヤ				21.4		22.0		22.8		23.8		24.9		25.6		27.2		28.3		29.7		30.2		31.6

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, 

		　　　　　　　　　　　　　 Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.95145631067961	23.761980830670925	24.616006467259499	26.270491803278688	27.464788732394368	28.607488430795119	30.567315834038951	31.959629941126998	34.070981210855948	34.439834024896264	35.58689340522605	奈良先端科学技術大学院大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	17.493472584856399	16.279069767441861	16.494845360824741	15.817694369973189	20.33898305084746	22.155688622754489	23.602484472049689	22.600619195046441	23.170731707317074	25	27.167630057803464	東京農工大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	22.203389830508474	23.12703583061889	22.337278106508876	22.302158273381295	21.242774566473987	20.333839150227618	21.060606060606059	22.720694645441387	24.819624819624821	25.857142857142858	27.031019202363364	豊橋技術科学大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	23.765432098765434	22.903225806451612	25.255972696245731	24.621212121212121	24.124513618677042	23.01255230125523	24.561403508771928	25.233644859813083	20.930232558139537	19.718309859154928	21.86046511627907	九州工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	20.738636363636363	20.348837209302324	20.481927710843372	20.80745341614907	23.472668810289392	23.183391003460208	25.274725274725274	27.046263345195733	29.31596091205212	30.218068535825545	30.744336569579289	名古屋工業大学	2004-2006	2005-2007	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	13.836477987421384	16.198704103671709	19.101123595505616	20.85308056872038	21.428571428571427	22.469135802469136	23.277909738717341	23.611111111111111	22.831050228310502	23.040380047505938	25.783132530120483	年



％







3項（4）

		 (4) 本学の国際共著論文の相手国比較 ホンガク コクサイ キョウチョ ロンブン アイテコク ヒカク



				2005-2007年 ネン										2008-2010年 ネン										2011-2013年 ネン										2014‐2016年 ネン

		№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ				№		国/地域		論文数 ロンブン スウ		割合(%) ワリアイ

		1		日本 ニホン

作成者: 国際共著論文数		229		99.57				1		日本 ニホン		279		100.00				1		日本 ニホン		313		100.00				1		日本 ニホン		348		100.00

		2		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		37		16.09				2		中華人民共和国		70		25.09				2		中華人民共和国		77		24.60				2		中華人民共和国		68		19.54

		3		中華人民共和国		37		16.09				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		36		12.90				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		43		13.74				3		アメリカ合衆国 ガッシュウコク		60		17.24

		4		インド		32		13.91				4		大韓民国		24		8.60				4		大韓民国		31		9.90				4		マレーシア		52		14.94

		5		イングランド		24		10.44				5		インド		24		8.60				5		イングランド		27		8.63				5		ドイツ		35		10.06

		6		シンガポール		21		9.13				6		イングランド		21		7.53				6		フランス		23		7.35				6		フランス		31		8.91

		7		大韓民国		14		6.09				7		フランス		19		6.81				7		マレーシア		22		7.03				7		イタリア		19		5.46

		8		ドイツ		13		5.65				8		ドイツ		14		5.02				8		ドイツ		20		6.39				8		大韓民国		18		5.17

		9		フランス		13		5.65				9		シンガポール		13		4.66				9		ベトナム		18		5.75				9		インド		15		4.31

		10		バングラデシュ		12		5.22				10		スコットランド		12		4.30				10		イタリア		9		2.88				10		イングランド		13		3.74

		11		カナダ		10		4.35				11		イタリア		9		3.23				11		インド		9		2.88				11		スペイン		12		3.45

		12		マレーシア		8		3.48				12		ポーランド		7		2.51				12		スコットランド		8		2.56				12		エジプト		10		2.87

		13		ブラジル		7		3.04				13		マレーシア		7		2.51				13		シンガポール		7		2.24				13		カナダ		9		2.59

		14		オーストラリア		5		2.17				14		エジプト		7		2.51				14		バングラデシュ		7		2.24				14		オーストラリア		8		2.30

		15		台湾		3		1.30				15		カナダ		7		2.51				15		カナダ		5		1.60				15		ベトナム		7		2.01

		16		スウェーデン		3		1.30				16		オーストラリア		6		2.15				16		スイス		4		1.28				16		オランダ		7		2.01

		17		スペイン		3		1.30				17		ニュージーランド		5		1.79				17		スロベニア		4		1.28				17		スウェーデン		6		1.72

		18		スコットランド		3		1.30				18		スペイン		4		1.43				18		フィンランド		4		1.28				18		サウジアラビア		5		1.44

		19		オランダ		3		1.30				19		スロベニア		4		1.43				19		ブラジル		4		1.28				19		フィンランド		5		1.44

		20		ベルギー		3		1.30				20		ロシア		4		1.43				20		ウクライナ		3		0.96				20		バングラデシュ		5		1.44

		21		ベトナム		2		0.87				21		ベトナム		3		1.08				21		タイ王国		3		0.96				21		トルコ		4		1.15

		22		タイ王国		2		0.87				22		ルーマニア		3		1.08				22		スペイン		3		0.96				22		タイ王国		4		1.15

		23		スリランカ		2		0.87				23		インドネシア		3		1.08				23		ポルトガル		3		0.96				23		台湾		4		1.15

		24		ロシア		2		0.87				24		ギリシャ		3		1.08				24		オランダ		3		0.96				24		ウクライナ		3		0.86

		25		ルーマニア		2		0.87				25		チリ		3		1.08				25		エジプト		3		0.96				25		ポーランド		3		0.86

		26		ポルトガル		2		0.87				26		台湾		2		0.72				26		トルコ		2		0.64				26		ノルウェー		3		0.86

		27		フィリピン		2		0.87				27		スウェーデン		2		0.72				27		台湾		2		0.64				27		ギリシャ		3		0.86

		28		ニュージーランド		2		0.87				28		イスラエル		2		0.72				28		スウェーデン		2		0.64				28		シンガポール		2		0.58

		29		イタリア		2		0.87				29		フィンランド		2		0.72				29		ポーランド		2		0.64				29		スコットランド		2		0.58

		30		キプロス		2		0.87				30		バングラデシュ		2		0.72				30		フィリピン		2		0.64				30		ルーマニア		2		0.58

		31		ウェールズ		1		0.44				31		オーストリア		2		0.72				31		ニュージーランド		2		0.64				31		フィリピン		2		0.58

		32		ウクライナ		1		0.44				32		ウェールズ		1		0.36				32		リトアニア		2		0.64				32		メキシコ		2		0.58

		33		スイス		1		0.44				33		ウクライナ		1		0.36				33		イスラエル		2		0.64				33		デンマーク		2		0.58

		34		グルジア民主共和国		1		0.44				34		トルコ		1		0.36				34		インドネシア		2		0.64				34		チュニジア		1		0.29

		35		イスラエル		1		0.44				35		スイス		1		0.36				35		チリ		2		0.64				35		タンザニア		1		0.29

		36		ハンガリー		1		0.44				36		南アフリカ共和国		1		0.36				36		ベルギー		2		0.64				36		スイス		1		0.29

		37		フィンランド		1		0.44				37		ポルトガル		1		0.36				37		チュニジア		1		0.32				37		南アフリカ共和国		1		0.29

												38		フィリピン		1		0.36				38		ロシア		1		0.32				38		ロシア		1		0.29

												39		ミャンマー		1		0.36				39		ルーマニア		1		0.32				39		ニュージーランド		1		0.29

												40		リトアニア		1		0.36				40		ノルウェー		1		0.32				40		リトアニア		1		0.29

												41		イラン		1		0.36				41		マケドニア共和国		1		0.32				41		イスラエル		1		0.29

												42		ハンガリー		1		0.36				42		イラン		1		0.32				42		アイルランド		1		0.29

												43		エストニア		1		0.36				43		チェコ		1		0.32				43		イラン		1		0.29

												44		デンマーク		1		0.36														44		クロアチア		1		0.29

												45		チェコ		1		0.36														45		ブラジル		1		0.29

												46		ブラジル		1		0.36														46		ベルギー		1		0.29

												47		ベルギー		1		0.36

				Schema:  Essential Science Indicators

				Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

				Time Period:  [2005, 2016]

				Document Type:  [Article, Review, Proceedings papers (Letters to editor, corrections, and abstracts are excluded)]

				Exported date  2017-06-28. 

				InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

				3年間の合計（論文数） ネンカン ゴウケイ ロンブン スウ
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■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\4.本学の研究力の国際化\国際共著論文相手国調査_170627.xlsx



3項（5）

		 (5) 名工大における期間別海外派遣研究者の推移 メイコウダイ キカン ベツ カイガイ ハケン ケンキュウシャ スイイ

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		短期派遣数 タンキ ハケン スウ						531		519		631		640		583		548		489		407

		中・長期(6ケ月以上)派遣数 ナカ チョウキ ゲツ イジョウ ハケン スウ						11		9		8		14		15		11		7		8

		総数 ソウスウ						542		528		639		654		598		559		496		415		0

																						2017/5/24 国際企画室より コクサイ キカク シツ



&P	


総数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	542	528	639	654	598	559	496	415	中・長期(6ケ月以上)派遣数	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	11	9	8	14	15	11	7	8	(年)



(人)







4項（1）

		４. 研究者数 ケンキュウ シャ スウ



		(1) 名工大研究者数の変遷
 メイコウダイ ケンキュウシャ スウ



















































								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		教員						354		354		353		356		351		343		341

		大学院博士課程(後期)在籍者 ダイガクイン ハカセ カテイ コウキ ザイセキシャ						243		243		244		231		206		194		178

		合計 ゴウケイ						597		597		597		587		557		537		519

																				2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ



		(2) 名工大男女別教員数の変遷
 メイコウダイ ダンジョ ベツ キョウイン スウ ヘンセン



















































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		男性 ダンセイ		356		367		368		359		349		336		334		334		330		332		326		321		320

		女性 ジョセイ		17		17		17		16		16		18		20		20		23		24		25		22		21

		女性比率 ジョセイ ヒリツ		4.6		4.4		4.4		4.3		4.4		5.1		5.6		5.6		6.5		6.7		7.1		6.4		6.2

		教員数合計 ア ケイ		373		384		385		375		365		354		354		354		353		356		351		343		341

																												2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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男性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	356	367	368	359	349	336	334	334	330	332	326	321	320	女性	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17	17	17	16	16	18	20	20	23	24	25	22	21	女性比率	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.5576407506702417	4.4270833333333339	4.4155844155844157	4.2666666666666666	4.3835616438356162	5.0847457627118651	5.6497175141242941	5.6497175141242941	6.5155807365439093	6.7415730337078648	7.1225071225071224	6.4139941690962097	6.1583577712609969	

(人)



(%)







教員	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	354	354	353	356	351	343	34	1	大学院博士課程(後期)在籍者	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	243	243	244	231	206	194	178	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



4項（3）

																																						<元データ> モト

		(3) 名工大大学院博士課程入学者数の推移 メイコウダイ ダイガクイン ハカセ カテイ ニュウガク シャ スウ スイイ																																				博士前期課程 ハカセ ゼンキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士前期学生数 ハカセ ゼンキ ガクセイ スウ						1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						32		43		26		32		22		23		28		39

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						2.2%		3.2%		2.0%		2.4%		1.7%		1.8%		2.0%		2.6%







																																						博士後期課程 ハカセ コウキ カテイ



																																												H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

																																						博士後期学生数 ハカセ コウキ ガクセイ スウ						243		243		244		231		206		194		178		151

																																						　うち社会人 シャカイ ジン						99		95		107		108		90		77		74		73

																																						社会人学生比率 シャカイ ジン ガクセイ ヒリツ						40.7%		39.1%		43.9%		46.8%		43.7%		39.7%		41.6%		48.3%

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		学部(第一部・二部)学生数 ブ		4,970		4,966		4,816		4,833		4,717		4,563		4,433		4,362		4,236		4,228		4,199		4,181		4,121		0

		　男性 ダンセイ		4,371		4371		4264		4292		4188		4042		3905		3836		3704		3658		3604		3557		3481

		　女性 ジョセイ		599		595		552		541		529		521		528		526		532		570		595		624		640

		　女性比率 ジョセイ ヒリツ		12.0523138833		11.9814740234		11.4617940199		11.1938754397		11.214755141		11.4179268025		11.9106699752		12.0586886749		12.5590179415		13.481551561		14.1700404858		14.9246591724		15.5302111138

		博士課程(前期)入学者数 ハカセ カテイ ゼンキ ニュウガクシャ スウ		-		-		-		-		-		-		1,429		1,355		1,297		1,317		1,306		1,307		1,381		1,478

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ														1,397		1,312		1,271		1,285		1,284		1,284		1,353		1,439

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ														97.8%		96.8%		98.0%		97.6%		98.3%		98.2%		98.0%		97.4%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ







































				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		博士課程(後期)入学者数 ハカセ カテイ コウキ ゼンコウキ ニュウガクシャ スウ														243		243		244		231		206		194		178		151

		　社会人を除く シャカイ ジン ノゾ		-		-		-		-		-		-		144		148		137		123		116		117		104		78

		　社会人を除く学生比率 シャカイ ジン ノゾ ガクセイ ヒリツ		-		-		-		-		-		-		59.3%		60.9%		56.1%		53.2%		56.3%		60.3%		58.4%		51.7%

																														2017/5/29 企画広報課より キカク コウホウカ
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大学院博士課程(前期)入学者数の推移

博士課程(前期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1429	1355	1297	1317	1306	1307	1381	1478	　社会人を除く	1397	1312	1271	1285	1284	1284	1353	1439	　社会人を除く学生比率	0.97760671798460463	0.96826568265682655	0.97995373939861219	0.97570235383447224	0.98315467075038288	0.98240244835501145	0.97972483707458369	0.9736129905277402	

(人)







大学院博士課程(後期)入学者数の推移

博士課程(後期)入学者数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	243	243	244	231	206	194	178	151	　社会人を除く	144	148	137	123	116	117	104	78	　社会人を除く学生比率	0.59259259259259256	0.60905349794238683	0.56147540983606559	0.53246753246753242	0.56310679611650483	0.60309278350515461	0.5842696629213483	0.51655629139072845	

(人)







■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者数



5項（1）

		5. 研究費 ケンキュウ ヒ

		(1) 名工大の論文算出への科研費の関与 メイコウダイ ロンブン サンシュツ カケン ヒ カンヨ

































		◇名工大 メイコウダイ

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		437		416		431		441		455		436		443

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		49		64		80		90		100		102		111

		科研費関与割合 ワリアイ		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ



		◇世界共著平均 セカイ キョウチョ ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		1610354		1674153		1748669		1836987		1913679		1965982		1980444

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		1203		1335		1470		2449		3958		5667		7634

		科研費関与割合 ワリアイ		0.07%		0.08%		0.08%		0.13%		0.21%		0.29%		0.39%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		◇日本平均 ニホン ヘイキン

				2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		総論文数 ソウ ロンブン スウ		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		科研費関与論文数 カケン ヒ カンヨ ロンブン スウ		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		科研費関与割合 ワリアイ		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

																※小数点第一位四捨五入 ショウスウテン ダイ イチイ シシャゴニュウ

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2004, 2016]

		Exported date  2017-06-05.  Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ
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総論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	437	416	431	441	455	436	443	科研費関与論文数	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	49	64	80	90	100	102	111	名工大・科研費関与割合	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均・科研費関与割合	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	

論文数

割合

■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（2）

		(2) 国立工科大学における科研費関与論文の割合比較
 コクリツ コウカ ダイガク カケン ヒ カンヨ ロン ブン ワリアイ ヒカク







































				2004-2006		2005-2007		2006-2008		2007-2009		2008-2010		2009-2011		2010-2012		2011-2013		2012-2014		2013-2015		2014-2016

		東京工業大学		-		-		-		-		12.97%		18.56%		22.73%		26.19%		29.73%		32.80%		36.23%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		2734		2660		2630		2593		2553		2505		2468		2474		2506		2521		2553

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		331		465		561		648		745		827		925

		奈良先端科学技術大学院大学		-		-		-		-		16.18%		21.65%		22.93%		27.93%		30.83%		34.32%		33.92%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		478		474		452		422		408		388		375		358		360		373		395

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		66		84		86		100		111		128		134

		東京農工大学		-		-		-		-		13.35%		18.30%		18.77%		21.32%		23.12%		27.60%		31.34%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		632		667		733		758		749		716		714		741		744		750		734

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		100		131		134		158		172		207		230

		豊橋技術科学大学		-		-		-		-		10.99%		16.98%		19.76%		23.48%		25.99%		31.86%		35.65%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		337		325		312		285		282		265		248		230		227		226		230

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		31		45		49		54		59		72		82

		九州工業大学		-		-		-		-		8.14%		12.58%		15.31%		19.87%		21.63%		22.89%		23.93%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		377		371		366		354		344		318		294		297		319		332		326

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		28		40		45		59		69		76		78

		名古屋工業大学		-		-		-		-		11.21%		15.38%		18.56%		20.41%		21.98%		23.39%		25.06%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		490		476		462		440		437		416		431		441		455		436		443

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		-		-		-		-		49		64		80		90		100		102		111

		日本平均 ニホン ヘイキン		0.0000217045		0.0000541583		0.0027951579		0.0087523819		8.86%		11.97%		13.26%		14.64%		15.85%		17.64%		19.72%

		　総論文数 ソウ ロンブン スウ		92147		92322		93018		92889		93282		93819		94753		96683		97974		96923		94829

		　科研関与論文数 カケン カンヨ ロンブン スウ		200.00%		500.00%		26000.00%		81300.00%		8264		11230		12560		14151		15527		17096		18697

		Schema:  Essential Science Indicators

		Funding Agency:  [Japan Society for the Promotion of Science]

		Location:  [JAPAN]

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 

		　　　　　  　　　 Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, 

		                           Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Funding Agency Type:  Funded

		Time Period:  [2008, 2016]

		Exported date  2017-06-08. 　Exported date  2017-06-13. 

		InCites dataset updated  2017-05-13. Includes Web of Science content indexed through 2017-03-31. 

		整数カウント、3年移動平均値 セイスウ ネン イドウ ヘイキン アタイ



&P	


東京工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.12965139052095573	0.18562874251497005	0.2273095623987034	0.26192400970088925	0.29728651237031123	0.32804442681475604	0.36231884057971014	奈良先端科学技術大学院大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.16176470588235295	0.21649484536082475	0.22933333333333333	0.27932960893854747	0.30833333333333335	0.34316353887399464	0.3392405063291139	東京農工大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.13351134846461948	0.18296089385474859	0.1876750700280112	0.21322537112010798	0.23118279569892472	0.27600000000000002	0.3133514986376022	豊橋技術科学大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.1099290780141844	0.16981132075471697	0.19758064516129031	0.23478260869565218	0.25991189427312777	0.31858407079646017	0.35652173913043478	九州工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	8.1395348837209308E-2	0.12578616352201258	0.15306122448979592	0.19865319865319866	0.21630094043887146	0.2289156626506024	0.2392638036809816	名古屋工業大学	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	0.11212814645308924	0.15384615384615385	0.18561484918793503	0.20408163265306123	0.21978021978021978	0.23394495412844038	0.25056433408577877	日本平均	8.8591582513239425E-2	0.11969856852023578	0.13255516975715809	0.14636492454723168	0.15848082144242351	0.17638744157733457	0.1971654240791319	年







■元データ

Share\25-科学研究力の現＜＞状と課題\H29年度調査\6.研究費\JSPS関与論文データ_170613.xlsx



5項（3）

		(3)科研費獲得の推移（代表研究者のみ） カケン ヒ カクトク スイイ ダイヒョウ ケンキュウシャ





























														（単位：円） タンイ エン						組織改正による値 ソシキ カイセイ アタイ

		区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016				H28：新専攻 シン センコウ		金額 キンガク

		物質工学専攻 コウガク センコウ		71,490,000		90,948,883		82,262,466		69,844,555		77,985,029		83,544,858		144,837,204				生命・応用		189,704,454

		機能工学専攻 コウガク センコウ		181,710,000		150,073,903		150,037,073		110,615,682		115,173,131		114,124,662		97,577,659				物理工学		76,689,397

		情報工学専攻 コウガク センコウ		81,634,111		74,611,345		78,169,000		105,710,756		118,933,381		145,171,080		127,290,235				電気・機械		111,661,505

		社会工学専攻 コウガク センコウ		57,980,604		64,477,396		74,675,432		61,261,082		54,392,311		33,877,673		92,874,228				情報工学		140,412,957

		産業戦略工学専攻 コウガク センコウ		35,044,904		19,010,000		22,996,094		8,840,000		5,328,598		22,166,430		23,247,926				社会工学		110,198,200

		未来材料創成工学専攻 コウガク センコウ		125,485,336		114,647,064		93,929,343		117,264,338		92,451,603		88,911,308		80,026,560				共同ナノ		12,053,400

		創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 コウガク センコウ		29,592,709		44,117,291		56,095,000		55,079,355		62,272,547		57,820,566		62,812,701				若手イノ		26,785,179

		共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 カガク センコウ		-- 		-- 		-- 		84,023,196		56,056,066		56,004,416		12,053,400				その他 ホカ		9,126,479

		若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ ケンキュウ ヨウセイ		10,010,000		7,670,000		41,208,612		31,704,994		29,549,095		40,325,514		26,785,179				合計		676,631,571

		その他 タ		6,630,000		10,790,000		22,807,356		14,002,507		8,738,864		11,208,711		9,126,479

		合　　計 ア ケイ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

														　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ



&P	


物質工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	71490000	90948883	82262466	69844555	77985029	83544858	144837204	機能工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	181710000	150073903	150037073	110615682	115173131	114124662	97577659	情報工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	81634111	74611345	78169000	105710756	118933381	145171080	127290235	社会工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	57980604	64477396	74675432	61261082	54392311	33877673	92874228	産業戦略工学専攻	20	10	2011	2012	2013	2014	2015	2016	35044904	19010000	22996094	8840000	5328598	22166430	23247926	未来材料創成工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	125485336	114647064	93929343	117264338	92451603	88911308	80026560	創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	29592709	44117291	56095000	55079355	62272547	57820566	62812701	共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	84023196	56056066	56004416	12053400	若手研究ｲﾉﾍﾞｰﾀ養成ｾﾝﾀｰ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10010000	7670000	41208612	31704994	29549095	40325514	26785179	その他	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	6630000	10790000	22807356	14002507	8738864	11208711	9126479	合　　計	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	599577664	576345882	622180376	658346465	620880625	653155218	676631571	

金額　 (百万円)









生命・応用	2016	189704454	物理工学	2016	76689397	電気・機械	2016	111661505	情報工学	2016	140412957	社会工学	2016	110198200	共同ナノ	2016	12053400	若手イノ	2016	26785179	その他	2016	9126479	金額（百万円）



5項(4)

		（４）本学専攻別の研究者当たりの科研費獲得額及び件数（平成29年度） ホンガク センコウ ベツ ケンキュウシャ ア カケン ヒ カクトク ガク オヨ ケンスウ ヘイセイ ネンド







































































				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		金額 キンガク		189,704,454		76,689,397		111,661,505		140,412,957		110,198,200

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの金額 ケンキュウシャ ア キンガク		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749

		専任教員数（Ｈ29.5.1） センニン キョウイン スウ



				生命・応用 セイメイ オウヨウ		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		件数 ケンスウ		48		25		47		50		37

		研究者数 ケンキュウシャ スウ		75		35		61		41		51

		研究者当たりの件数 ケンキュウシャ ア ケンスウ		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73





				生命・応用化学 セイメイ オウヨウ カガク		物理工学 ブツリ コウガク		電気・機械 デンキ キカイ		情報工学 ジョウホウ コウガク		社会工学 シャカイ コウガク

		万円/人 マン エン ニン		2,529,393		2,191,126		1,830,516		3,424,706		2,160,749











		件/人 ケン ニン		0.64		0.71		0.77		1.22		0.73

		金額平均 キンガク ヘイキン		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298		2,427,298

		件数平均 ケンスウ ヘイキン		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81





万円/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	2529392.7200000002	2191125.6285714284	1830516.475409836	3424706.2682926827	2160749.0196078434	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	0	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0	0	0	0	0	件/人	生命・応用化学	物理工学	電気・機械	情報工学	社会工学	0.64	0.7142857142857143	0.77049180327868849	1.2195121951219512	0.72549019607843135	万円/人

件/人

金額平均

件数平均

242

0.81



5項(5)

		(5) 共同研究費受入額及び件数の推移 キョウドウ ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク オヨ ケンスウ スイイ





































				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		388,976,900		490,260,329		860,837,573		544,623,799		524,376,003		524,376,003		524,376,003

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		40,927,928		50,977,194		33,552,681		57,535,820		83,441,570		83,441,570		83,441,570

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		8,572,136		10,115,800		63,289,691		54,369,398		46,677,000		46,677,000		46,677,000

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

																		294



				◆件数◆ ケンスウ

				区　　分		Ｈ22（件） ケン		Ｈ23（件） ケン		Ｈ24（件） ケン		Ｈ25（件） ケン		Ｈ26（件） ケン		Ｈ26（件） ケン

				国内民間企業 コクナイ ミンカン キギョウ		204		221		221		218		238		238

				公益法人等 コウエキ ホウジン ナド		8		9		8		9		7		7

				地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		0		0		0		0		0		0

				その他 タ		2		7		9		11		5		5

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		250		294





				年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				金額 キンガク		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				件数 ケンスウ		214		237		238		238		250		271		294

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

		（6）受託研究費受入額の推移 ジュタク ケンキュウ ヒ ウケイレ ガク スイイ























																		（単位：円） タンイ エン

				区　　分		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ

				元データ モト												（単位：円） タンイ エン

				区　　分		Ｈ22		Ｈ23		Ｈ24		Ｈ25		Ｈ26		Ｈ27		Ｈ28

				府省/研究開発法人等		908,189,338		951,809,974		594,079,817		818,633,100		424,418,045		478,681,716		736,862,531

				民間企業		2,850,000		8,304,250		13,299,000		14,356,000		3,530,000		4,140,000		13,667,292

				合計		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823



&P	


金額	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	438476964	551353323	957679945	656529017	654494573	680949643	756380632	件数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	214	237	238	238	250	271	294	

件　数





金　額（  百 万円）









受託研究受入額の推移



府省/研究開発法人等	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	908189338	951809974	594079817	818633100	424418045	478681716	736862531	民間企業	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2850000	8304250	13299000	14356000	3530000	4140000	13667292	合計	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	911039338	960114224	607378817	832989100	427948045	482821716	750529823	

金　額（百万円）









■元データ

Share\25-科学研究力の現状と課題\H29年度調査\5.研究者費



5項(7)

		(7）学内研究推進経費・科研費・共同研究費・受託研究費合計額の推移 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ カケン ヒ キョウドウ ケンキュウ ヒ ジュタク ケンキュウ ヒ ゴウケイ ガク スイイ



																		（単位：円） タンイ エン

				区分 クブン		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

				科研費 カケン ヒ		599,577,664		576,345,882		622,180,376		658,346,465		620,880,625		653,155,218		676,631,571

				共同研究費 キョウドウ ケンキュウ ヒ		438,476,964		551,353,323		957,679,945		656,529,017		654,494,573		680,949,643		756,380,632

				受託研究費 ジュタク ケンキュウ ヒ		911,039,338		960,114,224		607,378,817		832,989,100		427,948,045		482,821,716		750,529,823

				学内研究推進経費 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ		40,000,000		40,000,000		55,000,000		55,000,000		45,000,000		45,000,000		46,000,000

				合計 ゴウケイ		1,989,093,966		2,127,813,429		2,242,239,138		2,202,864,582		1,748,323,243		1,861,926,577		2,229,542,026

																　　　2017/7/6　研究支援課 ケンキュウ シエン カ



		（8）学内研究推進経費・科研費・共同研究費・受託研究費の割合の推移 ガクナイ ケンキュウ スイシン ケイヒ カケン ヒ キョウドウ ケンキュウ ヒ ジュタク ケンキュウ ヒ ワリアイ スイイ



&P	


科研費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	599577664	576345882	622180376	658346465	620880625	653155218	676631571	共同研究費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	438476964	551353323	957679945	656529017	654494573	680949643	756380632	受託研究費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	911039338	960114224	607378817	832989100	427948045	482821716	750529823	学内研究推進経費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	40000000	40000000	55000000	55000000	45000000	45000000	46000000	区分	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	







科研費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	599577664	576345882	622180376	658346465	620880625	653155218	676631571	共同研究費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	438476964	551353323	957679945	656529017	654494573	680949643	756380632	受託研究費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	911039338	960114224	607378817	832989100	427948045	482821716	750529823	学内研究推進経費	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	40000000	40000000	55000000	55000000	45000000	45000000	46000000	区分	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	合計	1989093966	2127813429	2242239138	2202864582	1748323243	1861926577	2229542026	金額（百万円）





Sheet1





4項(2)_データ6校(ESI)

		Name		Rank		Web of Science Documents		Category Normalized Citation Impact		% Documents in Top 10%		% Documents in Top 1%		% International Collaborations		International Collaborations		Impact Relative to World		Citation Impact		Times Cited		% Docs Cited		% Industry Collaborations		Publication Year				3年移動平均 ネン イドウ ヘイキン		Web of Science Documents★総数		International Collaborations★総数 ソウスウ

		Global Baseline		n/a		898223		1		9.86		0.99		18.73		168198		2.683		29.79		26756895		91.47		1.85		2004

		Global Baseline		n/a		945808		1		9.9		0.99		18.9		178805		2.54		28.19		26665246		91.69		1.82		2005

		Global Baseline		n/a		998593		1		9.86		0.99		19.35		193256		2.36		26.21		26168159		91.98		1.78		2006

		Global Baseline		n/a		1049045		1		9.81		0.99		19.74		207124		2.188		24.29		25482275		91.68		1.72		2007

		Global Baseline		n/a		1124181		1		9.82		0.99		20.01		224972		1.969		21.86		24573306		91.19		1.72		2008

		Global Baseline		n/a		1172371		1		9.85		0.99		20.63		241822		1.775		19.71		23104182		91.12		1.7		2009

		Global Baseline		n/a		1213311		1		9.76		0.99		21.43		260068		1.562		17.34		21034320		90.79		1.65		2010

		Global Baseline		n/a		1289084		1		9.78		0.99		22.04		284063		1.301		14.44		18620327		89.92		1.6		2011

		Global Baseline		n/a		1363576		1		9.72		0.98		22.47		306454		1.052		11.68		15922868		88.44		1.54		2012

		Global Baseline		n/a		1438849		1		9.5		0.97		23.27		334772		0.788		8.75		12585386		86.2		1.48		2013

		Global Baseline		n/a		1479339		1		9.21		0.96		24.11		356678		0.527		5.85		8650617		80.97		1.42		2014

		Global Baseline		n/a		1526233		1		8.79		0.93		25		381526		0.257		2.86		4360084		66.79		1.34		2015

		Global Baseline		n/a		1483615		1		7.05		0.83		26.52		393518		0.053		0.59		872404		27.96		1.38		2016

		Nara Institute of Science & Technology		1		373		1.15		12.06		2.14		16.62		62		1.762		37.97		14164		92.23		3.22		2004

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.21		14.25		1.81		15.8		61		1.736		35.38		13657		91.45		4.92		2005				2004-2006		383		67

		Nara Institute of Science & Technology		1		389		1.26		14.14		1.8		19.79		77		1.98		37.87		14733		90.49		4.88		2006				2005-2007		387		63

		Nara Institute of Science & Technology		1		386		1.32		13.99		2.07		13.21		51		1.865		33.03		12750		94.3		5.96		2007				2006-2008		388		64

		Nara Institute of Science & Technology		1		388		1.13		12.11		0.77		16.49		64		1.516		24.53		9517		95.88		4.9		2008				2007-2009		373		59

		Nara Institute of Science & Technology		1		346		1.09		11.85		0.87		18.21		63		1.576		23.01		7962		95.66		5.78		2009				2008-2010		354		72

		Nara Institute of Science & Technology		1		329		1.39		16.41		2.74		26.75		88		1.988		25.74		8470		92.71		3.04		2010				2009-2011		334		74

		Nara Institute of Science & Technology		1		326		1.32		15.03		2.45		21.78		71		1.816		19.85		6470		95.4		4.29		2011				2010-2012		322		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		311		1.01		12.22		0.64		21.86		68		1.389		12.28		3819		91.96		3.54		2012				2011-2013		323		73

		Nara Institute of Science & Technology		1		332		1.08		12.95		0.9		24.4		81		1.562		10.44		3467		92.17		2.71		2013				2012-2014		328		76

		Nara Institute of Science & Technology		1		340		1.07		11.47		1.76		23.53		80		1.483		6.66		2263		85.88		3.24		2014				2013-2015		340		85

		Nara Institute of Science & Technology		1		348		1.06		8.91		0.86		27.01		94		1.466		3.3		1148		74.71		2.3		2015				2014-2016		346		94

		Nara Institute of Science & Technology		1		350		1.15		10		2		30.57		107		1.523		0.74		260		31.71		2		2016

		Tokyo Institute of Technology		2		2628		1.03		9.74		0.99		22.72		597		1.192		25.68		67490		92.47		3.54		2004

		Tokyo Institute of Technology		2		2592		1.02		10.03		1.16		23.03		597		1.203		24.52		63555		91.71		3.2		2005				2004-2006		2575		591

		Tokyo Institute of Technology		2		2504		1.04		9.78		1.2		23.12		579		1.244		23.79		59579		92.09		3.55		2006				2005-2007		2504		595

		Tokyo Institute of Technology		2		2415		1.04		10.19		1.2		25.22		609		1.266		22.42		54146		91.72		3.44		2007				2006-2008		2474		609

		Tokyo Institute of Technology		2		2502		1.2		12.15		1.44		25.5		638		1.448		23.43		58625		92.45		4.8		2008				2007-2009		2440		641

		Tokyo Institute of Technology		2		2403		1.12		11.99		1.37		28.17		677		1.494		21.81		52420		93.3		3.66		2009				2008-2010		2414		663

		Tokyo Institute of Technology		2		2336		1.13		11.56		1.46		28.81		673		1.522		19.71		46046		94.01		3.98		2010				2009-2011		2377		680

		Tokyo Institute of Technology		2		2392		1.08		11.04		1.13		28.85		690		1.453		15.88		37991		92.22		3.26		2011				2010-2012		2362		722

		Tokyo Institute of Technology		2		2358		1.24		10.47		1.27		34.01		802		1.707		15.09		35573		90.25		3.18		2012				2011-2013		2378		760

		Tokyo Institute of Technology		2		2384		1.07		10.91		1.26		33.01		787		1.468		9.81		23385		87.12		2.77		2013				2012-2014		2395		816

		Tokyo Institute of Technology		2		2444		1.07		10.76		1.19		35.11		858		1.504		6.75		16502		85.56		3.03		2014				2013-2015		2410		830

		Tokyo Institute of Technology		2		2401		1.17		10.7		1.67		35.19		845		1.661		3.74		8972		74.01		3.67		2015				2014-2016		2411		858

		Tokyo Institute of Technology		2		2388		1.33		9.84		1.13		36.43		870		1.865		0.91		2172		33.88		2.97		2016

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		593		0.83		7.59		0.34		20.74		123		1.1		23.71		14060		94.6		2.53		2004

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		569		0.89		7.73		0.88		23.02		131		1.114		22.7		12915		94.55		2.99		2005				2004-2006		590		131

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		608		0.83		7.24		0.49		22.86		139		1.069		20.45		12433		95.07		4.61		2006				2005-2007		614		142

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		665		0.96		8.72		1.65		23.31		155		1.165		20.63		13719		93.23		3.76		2007				2006-2008		676		151

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		754		0.78		6.1		0.53		21.22		160		0.975		15.78		11897		91.51		1.72		2008				2007-2009		695		155

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		667		0.81		6.75		0.45		22.34		149		1.204		17.59		11734		93.7		2.7		2009				2008-2010		692		147

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		655		0.77		6.26		0.46		20.31		133		0.974		12.61		8259		92.21		2.6		2010				2009-2011		659		134

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		654		0.74		5.5		0.15		18.2		119		0.919		10.05		6572		90.06		1.22		2011				2010-2012		660		139

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		672		0.78		5.51		0.6		24.4		164		0.998		8.82		5929		88.69		1.49		2012				2011-2013		691		157

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		746		0.87		7.1		0.4		25.2		188		1.122		7.5		5596		89.54		0.94		2013				2012-2014		693		172

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		661		0.94		7.11		1.21		24.81		164		1.18		5.3		3503		82.75		2.42		2014				2013-2015		700		181

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		693		0.8		5.92		0.29		27.56		191		1.1		2.47		1715		67.68		1.15		2015				2014-2016		677		183

		Tokyo University of Agriculture & Technology		3		676		0.74		5.18		0.59		28.85		195		0.931		0.45		307		25.89		1.18		2016

		Kyushu Institute of Technology		4		354		0.77		6.21		0.56		19.77		70		0.853		18.39		6510		88.14		2.26		2004

		Kyushu Institute of Technology		4		358		0.77		6.42		0.56		22.63		81		0.783		15.95		5711		86.87		3.63		2005				2004-2006		352		73

		Kyushu Institute of Technology		4		343		0.6		3.5		0.29		20.12		69		0.688		13.15		4512		89.21		5.25		2006				2005-2007		344		70

		Kyushu Institute of Technology		4		332		0.61		4.22		0.3		17.77		59		0.671		11.89		3947		87.05		2.11		2007				2006-2008		332		68

		Kyushu Institute of Technology		4		322		0.82		6.83		1.55		23.6		76		0.828		13.41		4317		92.24		3.11		2008				2007-2009		322		67

		Kyushu Institute of Technology		4		311		0.73		4.82		0.96		20.9		65		0.8		11.69		3635		87.46		3.54		2009				2008-2010		311		73

		Kyushu Institute of Technology		4		300		0.46		2		0		26.33		79		0.589		7.63		2289		84.33		4		2010				2009-2011		289		67

		Kyushu Institute of Technology		4		255		0.57		3.92		0.39		22.75		58		0.732		8		2041		84.71		1.57		2011				2010-2012		273		69

		Kyushu Institute of Technology		4		263		0.79		7.98		1.14		26.62		70		0.936		8.27		2176		85.93		3.8		2012				2011-2013		281		76

		Kyushu Institute of Technology		4		324		0.7		6.79		0.31		30.86		100		0.888		5.94		1924		79.94		2.47		2013				2012-2014		307		90

		Kyushu Institute of Technology		4		334		1.05		9.28		2.1		29.64		99		1.529		6.87		2293		78.44		4.79		2014				2013-2015		321		97

		Kyushu Institute of Technology		4		304		0.81		4.93		0.66		29.93		91		1.143		2.57		782		63.82		2.96		2015				2014-2016		309		95

		Kyushu Institute of Technology		4		289		0.85		7.61		1.04		32.87		95		1.107		0.54		156		23.18		0.69		2016

		Nagoya Institute of Technology		5		458		0.74		4.8		0.44		11.79		54		0.802		17.28		7914		88.65		3.06		2004

		Nagoya Institute of Technology		5		495		0.7		5.45		0.61		14.14		70		0.772		15.73		7786		90.51		4.24		2005				2004-2006		477		66

		Nagoya Institute of Technology		5		479		0.66		5.64		0.21		15.24		73		0.73		13.97		6694		89.35		3.97		2006				2005-2007		463		75

		Nagoya Institute of Technology		5		415		0.73		5.78		0.48		19.52		81		0.83		14.7		6101		89.4		2.17		2007				2006-2008		445		85

		Nagoya Institute of Technology		5		441		0.63		4.08		0.23		22.68		100		0.78		12.62		5564		90.25		4.08		2008				2007-2009		422		88

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.67		3.9		0.49		20.49		84		0.866		12.64		5184		90		2.44		2009				2008-2010		420		90

		Nagoya Institute of Technology		5		410		0.65		4.88		0		20.73		85		0.824		10.68		4378		88.78		3.41		2010				2009-2011		405		91

		Nagoya Institute of Technology		5		395		0.69		5.82		0.25		26.33		104		0.884		9.66		3816		90.63		2.53		2011				2010-2012		421		98

		Nagoya Institute of Technology		5		459		0.65		4.36		0		23.09		106		0.873		7.72		3542		86.06		2.18		2012				2011-2013		432		102

		Nagoya Institute of Technology		5		443		0.73		5.87		0.68		21.44		95		1.011		6.76		2993		85.55		2.26		2013				2012-2014		438		100

		Nagoya Institute of Technology		5		412		0.73		5.83		0		24.03		99		1.064		4.78		1968		83.25		3.16		2014				2013-2015		421		97

		Nagoya Institute of Technology		5		407		0.77		6.39		0.49		23.59		96		1.315		2.96		1204		65.85		1.23		2015				2014-2016		415		107

		Nagoya Institute of Technology		5		425		0.72		6.59		0		29.65		126		0.979		0.48		203		25.88		2.35		2016

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.6		5		0		25.63		82		0.664		14.32		4581		85.94		2.81		2004

		Toyohashi University of Technology		5		320		0.83		6.88		0.94		20.63		66		1.002		20.43		6537		87.5		4.38		2005				2004-2006		324		77

		Toyohashi University of Technology		5		331		0.62		6.04		0.3		24.77		82		0.707		13.52		4475		84.89		1.51		2006				2005-2007		310		71

		Toyohashi University of Technology		5		279		0.7		5.38		0.36		23.3		65		0.771		13.65		3808		90.68		1.08		2007				2006-2008		293		74

		Toyohashi University of Technology		5		268		0.72		7.09		0.37		27.99		75		0.903		14.61		3916		89.93		2.61		2008				2007-2009		264		65

		Toyohashi University of Technology		5		244		0.65		3.69		0		22.95		56		0.813		11.87		2897		91.8		1.23		2009				2008-2010		257		62

		Toyohashi University of Technology		5		259		0.61		3.86		0		20.85		54		0.869		11.25		2915		87.64		1.54		2010				2009-2011		239		55

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.67		5.12		0.47		26.05		56		0.9		9.84		2116		91.16		2.79		2011				2010-2012		228		56

		Toyohashi University of Technology		5		211		0.63		4.74		0		27.49		58		0.825		7.29		1538		87.68		2.84		2012				2011-2013		214		54

		Toyohashi University of Technology		5		215		0.69		5.12		0.47		21.86		47		0.968		6.47		1391		85.58		0.93		2013				2012-2014		215		45

		Toyohashi University of Technology		5		218		0.67		3.21		0		13.3		29		0.989		4.44		968		79.36		0.92		2014				2013-2015		213		42

		Toyohashi University of Technology		5		207		0.71		3.86		0		24.15		50		0.973		2.19		453		59.42		2.42		2015				2014-2016		215		47

		Toyohashi University of Technology		5		220		1.02		7.73		0.91		28.64		63		1.407		0.69		151		29.55		3.18		2016

		Filter Summary:

		Dataset: InCites Dataset

		Schema:  Essential Science Indicators

		Organization Name:  [Nagoya Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture & Technology, Toyohashi University of Technology, Nara Institute of Science & Technology, Kyushu Institute of Technology]

		Time Period:  [2004, 2016]

		Document Type:  [Article, Review]

		Exported date  2017-04-18. 

		InCites dataset updated  2017-04-15. Includes Web of Science content indexed through 2017-02-03. 
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はじめに 


 


本調査資料は、文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下 NISTEP）が2016年11月に発


表した、「日本の科学研究力の現状と課題」（ NISTEPブックレット-1（ver.4））の内容に照ら


して、名古屋工業大学として観た場合の、研究に関わる状況を評価したものである。  


ただし、データの入手性や評価指標の観点から、当該レポートのすべての項目に対応は出来


ていない。 


 


また、本調査資料の１．項目「論文生産の量と質から見た本学の研究力」及び２．項目  


の「研究領域レベルで見た本学の状況」において設定している研究分野は、 NISTEPが研究ポ


ートフォリオ8分野としたものを用いている。  


 


この8分野は、Clarivate Analytics社（旧トムソン・ロイター社）の Web of Science 


データベース収録論文を Essential Science Indicator （ESI）22分野に集約した研究分野


のうち、自然科学系の19分野をNISTEPが研究力の評価分析対象として研究ポートフォリオ


8分野に対応したものである。その分類を表に示す。  


 


 


No. 研究ポートフォリオ 8 分野 集約した ESI22 分野 


PF1 化学  化学 


PF2 材料科学 材料科学 


PF3 物理学  物理学、宇宙科学 


PF4 計算機科学・数学 計算機科学、数学 


PF5 工学  工学 


PF6 環境・地球科学 環境/生態学、地球科学 


PF7 臨床医学 臨床医学、精神医学/心理学 


 


PF8 


 


基礎生命科学 


農業科学、生物学・生化学、免疫学、微生物


学、 


分子生物学・遺伝学、神経科学・行動学、薬理


学・毒性学、植物・動物学  


（注）経済学・経営学、複合領域、社会科学は除いている。本文中では分野名を略記する場合がある。  


出典：トムソン・ロイター “Essential Science Indicators ”ジャーナルの分類は以下による。  


http://incites-help.isiknowledge.com/incitesLive/ESIGroup/overviewESI/esiJournalsList.html  


（MJL2015_MarchUpdate） 


「研究論文に着目した日本の大学ベンチマーキング 2015」（調査資料-243）＜本編＞10頁表6コピーを引用した。 
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【 5 】 名工大の研究領域毎の相対被引用数（CNCI）の推移比較

【 6 】 名工大における被引用数順位％と論文数の分布
(第1期 vs 第2期中期計画期間の比較)

対象論文数：3212報 対象論文数：2653報

化学、工学、基礎生命科学が伸びている。全ての分野において右肩上がりが目標。

第2期では総論文数が減少し、中位のPSA値が低下。
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【 7 】 国際共著論文のトレンド

【 8 】 国立工業系大学における国際共著率の比較
(国際共著論文数割合の比較)

漸増している。

増加傾向。
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【 9 】 名工大の論文産出への科研費の関与

【10 】 名工大科研費獲得額の推移

（2016年組織改正による値）

割

合

科研費研究による論文シェアは25％まで増加。

科研費獲得額は漸増。
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