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「アジアで最もイノベーティブな大学ランキング」で本学が 26 位に 

12 月 19 日に表彰式が行われます 

 

 

世界最大級の国際ニュース通信社ロイターから 8 月 31 日、「アジアで最もイノ

ベーティブな大学ランキングのトップ 75 校が発表されました。広島大学は 26 位

（国内 10 位）にランクされました。  

 「世界で最もイノベーティブな大学ランキング」のアジア版である本ランキン

グは、大学の所有する特許および学術論文の引用情報などから、科学の進歩や新

技術の発明、グローバル経済の推進に貢献した教育機関を選定したものです。  

 日本から 20 校がランクインし、中国・四国地方では本学に最も高い順位がつき

ました。  

 このたび、Clarivate Analytics（旧トムソン・ロイター  IP&Science）の取締

役らが来学し、下記のとおり表彰式が行われます。  

ぜひとも取材いただきますようご案内いたします。  

 

 

             

                  記  

 

日時：平成２８年１２月１９日（月）１１：００～１２：００  

場所：東広島キャンパス法人本部棟２Ｆ会議室（東広島市鏡山 1-3-2）  

内容：賞の趣旨説明  

   盾授与（受領者・学長）、記念撮影  

   懇談  

 

 

 

 
【お問い合わせ先】  

財務・総務室財務・総務部  総務グループ   

佐々木  浩  

TEL：082-424-6059 

FAX：082-424-6020 

 ※お手数ですが準備の都合上、出席予定の報道機関の方は別紙のＦＡＸ送信票にて広報

グループまでご返送ください。  

 発信枚数：Ａ４/4 枚（本票含む） 

広島大学広報グループ  

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6762 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



 （別紙） 

 

【ＦＡＸ返信用紙】 

 

FAX：０８２－４２４－６０４０ 

広島大学社会産学連携室広報部 広報グループ 行 

 

「アジアで最もイノベーティブな大学ランキング」で本学が 26 位に 

12 月 19 日に表彰式が行われます 

 

＜表彰式＞ 

日時：平成２８年１２月１９日（月）１１：００～１２：００  

場所：東広島キャンパス法人本部棟２Ｆ会議室（東広島市鏡山 1-3-2）  

 

 

□ ご出席   □ ご欠席 

 

 

 

 

   貴 社 名                       

 部 署 名                       

   ご 芳 名                （計  名） 

電話番号                         

 

  誠に恐れ入りますが、上記にご記入頂き、１２月１６日（金）１２：００まで 

にご連絡願います。 

 
 



【ロイター トップ 75:アジアで最もイノベーティブな大学ランキング】

順位 学校名 国名 国内順位
1 韓国科学技術院（KAIST） 韓国
2 東京大学 日本 1
3 ソウル大学校 韓国
4 大阪大学 日本 2
5 浦項工科大学校（POSTECH） 韓国
6 東北大学 日本 3
7 京都大学 日本 4
8 成均館大学校 韓国
9 延世大学校 韓国

10 慶応義塾大学 日本 5
11 シンガポール国立大学 シンガポール
12 東京工業大学 日本 6
13 清華大学 中国
14 高麗大学校 韓国
15 漢陽大学校 韓国
16 北京大学 中国
17 光州科学技術院 韓国
18 九州大学 日本 7
19 名古屋大学 日本 8
20 北海道大学 日本 9
21 香港中文大学 中国
22 亜洲大学校 韓国
23 浙江大学 中国
24 上海交通大学 中国
25 慶熙大学校 韓国
26 広島大学 日本 10
27 オークランド大学 ニュージーランド
28 シドニー大学 オーストラリア
29 筑波大学 日本 11
30 香港科技大学 中国
31 東京医科歯科大学 日本 12
32 モナシュ大学 オーストラリア
33 クイーンズランド大学 オーストラリア
34 メルボルン大学 オーストラリア
35 南洋理工大学 シンガポール
36 復旦大学 中国
37 全南大学校 韓国
38 岡山大学 日本 13
39 信州大学 日本 14
40 熊本大学 日本 15
41 天津大学 中国
42 金沢大学 日本 16
43 梨花女子大学校 韓国
44 仁荷大学校 韓国
45 華東理工大学 中国
46 千葉大学 日本 17
47 北京化工大学 中国
48 早稲田大学 日本 18
49 華南理工大学 中国
50 慶北大学校 韓国
51 全北大学校 韓国
52 ニュー サウス ウェールズ大学 オーストラリア
53 カトリック大学校 韓国



【ロイター トップ 75:アジアで最もイノベーティブな大学ランキング】

順位 学校名 国名 国内順位
54 釜山大学校 韓国
55 南京大学 中国
56 香港大学 中国
57 華中科技大学 中国
58 東南大学 - 中国 中国
59 建国大学校 韓国
60 神戸大学 日本 19
61 大連理工大学 中国
62 南開大学 中国
63 ハルビン工業大学 中国
64 西安交通大学 中国
65 中央大学校 韓国
66 香港理工大学 中国
67 四川大学 中国
68 中山大学 中国
69 慶尚大学校 韓国
70 日本大学 日本 20
71 インド工科大学（IIT） インド
72 インド理科大学院（IISC） - バンガロール インド
73 マレーシア プトラ大学 マレーシア
74 南オーストラリア大学 オーストラリア
75 マラヤ大学 マレーシア


