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News Release  

2022年4月6日 
報道機関 ご担当者各位 

河合塾グループ 

（代表法人 学校法人河合塾） 

日本の大学は研究への投資停滞と競争激化により苦戦中 

～英国 Quacquarelli Symonds社 『研究分野別QS世界大学ランキング』発表～ 

河合塾グループの株式会社KEIアドバンスが日本地区オフィシャルパートナーである世界的な高等教育コンサルタント機関である英

国QS社（Quacquarelli Symonds社）は、４月６日(水)午前10時（ロンドン時間）に、第12版となる科目別（研究分野別）

QS世界大学ランキングを発表しました。本ランキングは51の科目（研究分野）と5つの学問領域について世界1543大学15,200

科目のパフォーマンスを測定したものです。各科目Top50に入った日本の大学の科目は72であり、2019年から７つ減少しました。 

 ■Top50入りの研究分野数は東大がアジア1位を維持するものの、日本全体では成績不振 

 

 

 

 

 

 

 

科目別（研究分野別）QS世界大学ランキング2022年度版 : アジア上位10校 

順位 大学名 国名 2022年度上位50科目 2021年度上位50科目 

1 東京大学 日本 41 40 

2 ソウル大学校 韓国 38 36 

3 北京大学 中国本土 37 35 

4 シンガポール国立大学 シンガポール 30 30 

5 清華大学 中国本土 27 25 

5 香港大学 香港 27 25 

7 南洋理工大学 シンガポール 25 25 

8 香港中文大学 香港 21 20 

9 京都大学 日本 16 14 

9 香港科技大学 香港 16 16 

 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. 無断複写、転載を禁じます。 

 
 

 

 

 
調査結果の詳細は添付資料（英国ＱＳ社の日本向け公表資料）をご覧ください。 

－本件に関する報道関係者様のお問い合せ先･取材申込先 － 

株式会社 KEI アドバンス QS パートナー事務局 【TEL】03-5276-2731 

【E-mail】qs-partner@keiadvanced.jp 【受付時間】9:00～18:00（土日祝・年末年始を除く） 

（情報解禁日時：日本時間 本日 4月 6日（水）午後 6時） 
 

［日本地区サマリー（抜粋。全文は別紙参照）］ 

●398のアジア地区の大学の科目が、上位50位にランク入りをしており、この中の105は中国本土より、76が香港に、72が日本からとなっています。 

●学科領域の世界上位50大学にランク入りした日本の大学の学部数は、2019年には79でしたが、2022年には72まで減少しています。 

●日本の高等教育が困難に直面する中、日本の上位大学はアジアの最高峰の一部であり続けています。東京大学の41科目は学部別の世界 

上位50大学にランク入りしており、アジアのどの大学よりも多い結果となりました。 

［QS社上級副社長 ベン・ソーターのコメント（抜粋。全文は別紙参照）］ 

日本が QS 世界大学ランキングで、成績不振になっている一因は、科学・技術の研究に対する日本の支出が過去 10 年間に世界の多くの競合校に

遅れを取ったという事実にあると QS 社は考えています。大学ファンドなどの新たな政策イニシアチブは正しい方向に向かう一歩であるものの、少なくともこ

の先５年は、それらの効果が私たちのランキングで可視化される可能性は低いと思われます。 

【セミナーのご案内】 株式会社KEIアドバンスとQS社は4月27日(水)17時から主に高等教育機関の皆様方向けにZoomでセミナーを行います。  

本ランキングの概要説明に加え、アジア諸国と比較した日本の大学の動向に関してQSからご説明します。申込URL https://bit.ly/3uZsEWE 

 



4 月 6 日水曜日 18:00（日本標準時間）より公表 

 

2022 年度科目別（研究分野別）QS 世界大学ランキング 

～日本は海外ライバルとの歩調合せに苦戦中～ 

 

ロンドン発、2022 年４月６日：第 12 版科目別（研究分野別）QS 世界大学ランキングを本

日発表しました。同ランキングによれば日本の高等教育分野は研究への投資停滞と国際的

な競争激化により、アジア地域や全世界勢との競合との歩調合せに苦戦しています。 

 

2022 年版の QS 世界大学パフォーマンス比較は、日本の 51 大学における、51 科目５学問

領域（芸術・人文学、工学・技術、生命科学・医学、自然科学、社会科学・経営）486 科

目（プログラム）のパフォーマンスに関する独自のデータを発表しています。 

 

日本地区サマリー： 

 398 のアジア地区の大学の科目が、上位 50 位にランク入りをしており、この中の 105

は中国本土より、76 が香港に、72 が日本からとなっています。 

 48％の日本の該当科目は今年順位が下がっており、32％は順位ステイ、16％のみ順位

を上げました。 

 学科領域の世界上位 50 大学にランク入りした日本の大学の学部数は、2019 年には 79

でしたが、2022 年には 72 まで減少しています。 

 ますます多様化する海外の競争校とは異なり、日本の高等教育分野は依然として単独

フラグシップ大学である東京大学によって上位を占められています。 

 日本の 15 科目が科目別の世界上位 20 位以内にランク入りしています。昨年より 3 科

目減少し、１科目を除き、全て東京大学のものとなります。 

 日本の高等教育が困難に直面する中、日本の上位大学はアジアの最高峰の一部であり

続けています。東京大学の 41 科目は学部別の世界上位 50 大学にランク入りしてお

り、アジアのどの大学よりも多い結果となりました。 

 

科目別（研究分野別）QS 世界大学ランキング 2022年度版:アジア上位 10校 

大学名 国名 
2022 年度 

上位 50 科目 

2021 年度 

上位 50 科目 

東京大学 日本 41 40 

ソウル大学校 韓国 38 36 

北京大学 中国本土 37 35 

シンガポール国立大学 シンガポール 30 30 

清華大学 中国本土 27 25 

香港大学 香港 27 25 

南洋理工大学 シンガポール 25 25 

香港中文大学 香港 21 20 

京都大学 日本 16 14 

香港科技大学 香港 16 16 
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※上記集計には、5 つの学問領域のテーブルへのランク入りも含まれています（芸術・人

文学、工学・技術、生命科学・医学、自然科学、社会科学・経営）。 



日本の大学の最上位の５つの科目は以下の通りです。 

大学名 科目 2022 2021 

東京医科歯科大学 歯科学 6   5 

東京大学 現代語学 7   9 

東京大学 物理学・天文学 10   10 

東京大学 化学工学 15 13 

東京大学 地球海洋科学 15   15 

 

医科学は日本の大学の科目の中で最もランク入りしている科目であり、31 の科目（プログ

ラム）がランク入りしており、東京大学の医科学は昨年の 29 位から下がり 42 位となりま

した。日本の化学では 24 科目、生物科学では 23 科目ランク入りしました。 

 

QS 社の SVP であるベン・ソーター（Ben Sowter）は、次のように述べています。「日本

が QS 世界大学ランキングで、成績不振になっている一因は、科学・技術の研究に対する

日本の支出が過去 10 年間に世界の多くの競合校に遅れを取ったという事実にあると QS 社

は考えています。大学ファンドなどの新たな政策イニシアチブは正しい方向に向かう一歩

であるものの、少なくともこの先５年は、それらの効果が私たちのランキングで可視化さ

れる可能性は低いと思われます。」 

 

また、ソーターは次のように続けています。「中国は、博士号課程の学生数を安定的に増

加させていて、2025 年までに STEM 教育を専攻する学生はアメリカの約２倍になると予

想されています。これに対し日本は、博士号候補者に十分な資金を提供してこなかったの

で、ここ 20 年、博士号候補者数の一貫した減少が見られます。イノベーション、イノベ

ーター、大学への限られた投資が結果的に研究成果減少となり、QS 世界大学ランキング

の結果に直接的に現れています。」 

 

このランキングは、世界各地 88 個所にある 1543 大学の学生が受講している 15,200 の各

大学の個別科目のパフォーマンスについて、独立した比較分析を提供しています。調査対

象は 51 の科目と５つに大別した学部学問領域となります。 

 

評価方法 

 

QS は４つの主要な指標を利用して当ランキングを編纂しています。各指標の正確な重み

付けは、学科間の論文出版文化の相違を反映させるため、分野によって異なります。例に

挙げると、計量書誌学のデータベースであるスコーパス（Scopus）/エルゼビア

（Elsevier）による分析は、研究の普及に大きく依存している医学分野において、職業的な

特徴を持つ舞台芸術分野と比較し、より研究成果の強みを示す指標とみなされています。 

追加の指標として、初めて大別学部学問領域（芸術・人文学、工学・技術、生命科学・医

学、自然科学、社会科学・経営）における International Research Network を提供し始め

ました。 

 

評価に関する詳細は、下記のリンクより閲覧可能です。 

https://www.TopUniversities.com/subject-rankings/methodology.       

 

全ランキングは、４月６日の 18：00（日本標準時間）から、下記のリンクより閲覧可能で

す。 

 https://www.TopUniversities.com/subject-rankings/2022     

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021


 

さらなる詳細や QS アナリストへのインタビューは下記の連絡先にご連絡ください： 

 

Simona Bizzozero  

Director of Communications  

QS Quacquarelli Symonds  

simona@qs.com  

+44 (0) 7880620856  

  

William Barbieri  

Communications Manager  

QS Quacquarelli Symonds  

william.barbieri@qs.com  

+44 (0) 7880620856  

 

補足情報 

 

QS Quacquarelli Symonds     

QS Quacquarelli Symonds は世界中の高等教育部門に、サービス、アナリティクス、イン

サイトを提供する世界有数の企業であり、世界各国の人々が、教育の成果、国際的モビリ

ティ、キャリア開発を通じて個々の潜在能力を発揮できるようにすることをミッションに

掲げています。 

2004 年より QS 世界大学ランキングポートフォリオの発表が開始され、大学のパフォーマ

ンス比較データとして世界で最も多く参照される情報源となっています。ランキングを掲

載しているフラッグシップとなるウェブサイト www.TopUniversities.com は、2021 年に１憶

4700 万回以上閲覧され、QS の調査結果は、世界中の報道機関にて紹介されており、同年

QS に関連する、または QS に言及した 96,000 件以上の記事が掲載されました。     

 

Scopus（スコーパス） について 

スコーパスは、世界最大級の学術文献に関する包括的な妙録、引用データベースです。スコ

ーパスは、関連し且つ権威ある研究を迅速に見出し、信憑性の高いデータ、メトリクス、解

析ツールへのアクセスを提供しています。 

進行中の研究、教育、研究方針、優先順位の重み付け―全てのデータベースを一つの購読で

きます。https://www.scopus.com/home.uri 

 

 

Elsevier（エルゼビア）について 

エルゼビアは科学、医療分野のプロフェッショナル向けに、パフォーマンスを強化する情

報ソリューションを提供します。出版のルーツから 140 年以上に渡り、研究者や医療従事

者がより良い意思決定を行い、より良いケアを提供できるようにするとともに、知識や分

析を提供することで、画期的な社会的発展を実現する力をもたらしています。エルゼビア

は ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey and Sherpath 等のデジタルソリューションを提供

し、研究管理、研究開発成果や臨床意思決定サポートの支援を行っています。 

エルゼビアは The Lancet and Cell を含む 2,650 以上のジャーナルと、42,000 の電子書籍

Gray's Anatomy のような代表的な参考文献を出版しております。エルゼビアは、各業界の

プロフェッショナルやビジネス顧客に世界有数の情報ソリューションを提供する、レレッ

クス RELX の一員です。www.elsevier.com 

mailto:simona@qs.com
mailto:william.barbieri@qs.com
mailto:william.barbieri@qs.com
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fsolutions%2Fsciencedirect&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VdqQFi50umeSTYR907xcLbpHncEK8inrBY%2FN%2BfO4Zr4%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fsolutions%2Fscival&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5CEzCVGK9Y0Wq%2FzqEswikcitDdMYDSyEfngmF2eE5vg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fsolutions%2Fclinicalkey&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gkVJ50guU90MoKDFK%2BvXtDizF6nZci5zh7nfBuw3hgY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fsolutions%2Fsherpath&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BqM0KZ4eUoS8B4aVXye6o8oEyPxULqaI%2B6mT6gIVLAw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2F&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r2GK1KvTo9vW0O0JQMkStlGkIojNewomWq1iuR6y294%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cell.com%2F&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9NyE8ztXt%2FyfxnJKvej6csf0A%2BdnMYm3gF84tr3dozA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fbooks%2Fgrays-anatomy%2Fstandring%2F978-0-7020-5230-9&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qT70OVQ6oHqV1JzRZHfTu2Hb4SgRvMsYcmlVTtvbt0M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.relx.com%2F&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g6BruS5PiBVq%2BamcrMU3KKOIF1ZKTPoBBpK%2BTByZCpw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2F&data=04%7C01%7Csimona%40qs.com%7C220a6be8e82a4c953fc908da10bf6a05%7Cd56d5e7904bb4ec5a4287d1ea60a0ab2%7C0%7C0%7C637840711703220407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X%2BUoqIdTfu5L6bnQHMkvUuZ%2FNWi0Ip7N3X0YYPi%2F4Xw%3D&reserved=0

