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横浜三工会 会長 塩沢文朗様 

横浜三工会 同窓会会員の皆様 

名教自然会  会長 永井 孝雄 

横浜国立大学 学長 梅原  出 

 

QS 世界大学ランキング「大学評判調査」の協力者リスト登録について（ご依頼） 

 

 拝啓 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素から横浜国立大学の大学運営に関し、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

国境を越えて世界規模による大学間競争が到来している昨今、各種「世界大学ランキング」が世界各

国で注目されています。多くの大学ランキングにおいて、有名な英国の「QS 大学ランキング」（QS: 

Quacquarelli Symonds 社）は、ランク付けデータ収集作業において非常に重要な要素となる「大学

評判調査」実施のため、研究者や企業関係者をはじめとする各国の方々を対象にアンケート

（Academic/Employer Survey）を実施しており、その評価ウエイトが年々高まっています。 

本学においても、例年同窓会の会員様から大学評判調査に協力していただく協力者リストを作成し、

QS 社に提供しておりますが、協力者の上限（最大 800 名）まで達していない状況にあります。 

つきましては、理工系学部同窓会の会員様には、協力者リストへの登録に御協力いただきますよう、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．登録手続き 

（1）QS 社から大学評判調査への協力依頼文（別添）が指定されていますので、同窓会の会員様には

協力者リスト登録の前に協力依頼文を確認いただきますようお願いします。 

（2）次のリンクより情報入力フォームにアクセスいただき、QS 社へ提供する情報の入力を英語に

てお願いします。  

    https://forms.office.com/r/9hsME2syve  

＜入力内容＞ 

 1）Researcher / Employer 研究者／企業関係者の区分 

2）Title (Dr./Mr./Ms.) 敬称 

3）Name(First Name, Last Name) 氏名  

4）Job Title / Position 肩書 

5）Department 所属部署 

6）Name of Institution/Company 所属組織の名称 

7）Field of Research (for researchers) / Field of Industry (for employers)  

研究分野（研究者の方のみ）または、産業分野（企業関係者の方のみ） 

8）Location of your Institution/Company 所属組織がある国 

9）Email Address メールアドレス 

※個人情報保護法等を遵守し、個人情報の保護・管理を行います。（詳細は次頁） 

 

２．入力期間 

  誠に恐縮ですが、2023 年 1 月 9 日（月）までに御登録いただきますようお願いします。 

 

３．本件問い合わせ先（大学ランキング担当） 

  国立大学法人横浜国立大学  

研究推進機構研究企画室、研究・学術情報部研究推進課 

Email：university.rankings@ynu.ac.jp 



 

 

【個人情報の取扱いについて/Privacy Policy】 

 

横浜国立大学は、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報の保護・管理を行います。 

ここで得た個人情報は、QS 世界大学ランキング評判調査用連絡先リストとして QS 社に提供するこ

と、またこれに関しての必要な連絡以外には使用いたしません。 

 

EEA 域内在住の方の個人情報の取扱いについて 

EU 加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかに在住する方は、以下をご確

認ください。 

横浜国立大学は、欧州委員会から十分性認定の決定を受けていませんが、横浜国立大学は登録者の個人

情報について法令等を遵守し適切に管理します。 

 

 

本件に関する個人情報のデータ管理者は以下のとおりです。 

データ管理者    ：国立大学法人横浜国立大学 

データ管理者の代表 ：国立大学法人横浜国立大学 理事（総務・評価・広報・施設担当） 

データ管理者の連絡先：〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79-1 

 

登録者は、自らの個人情報へアクセスする権利、不正確な個人情報の訂正、不適法に管理された個人情

報の消去及び個人情報の取扱いの制限を要求する権利、データポータビリティの権利並びに個人情報の

取扱いについて異議を述べる権利が認められます。 

 

個人情報の取扱いに関する同意 

登録後に同意を撤回し、QS 世界大学ランキング評判調査用連絡先リストからの情報削除を希望される

場合は、以下の担当連絡先にご連絡ください。同意の撤回により、本人に不利益を与えることはありま

せん。またこの同意の撤回は、撤回前の同意に基づく取扱いの適法性に影響を与えるものではありませ

ん。 

 

 

担当連絡先： 

国立大学法人横浜国立大学  

研究推進機構研究企画室、研究・学術情報部研究推進課 

Email：university.rankings@ynu.ac.jp 

 



 

（別添）ＱＳ社からの大学評判調査への協力依頼文（和訳） 

 

 

横浜国立大学 同窓会会員の皆様 

 

横浜国立大学の大切なステークホルダーである皆様への御案内です。 

本大学では、本大学と皆様との関係性を保つことに大きな価値をおいており、皆様の個人情報を事

前の承諾無しで勝手に使用することはございません。 

アカデミックの観点からの皆様の意見を反映させるグローバルサーベイにおいて、個人情報（名

前、肩書、所属、メールアドレス）を QS Intelligence Unit (QSIU)へ提供することの承諾をお願

いしたいというのが本案内で主旨でございます。皆様の公平な回答がサーベイの精度を高めること

に貢献いたしますので、是非ご協力を頂けますと幸いです。 

今回のサーベイの目的において個人情報を QSIU に提供することに承諾頂ける場合は、2023 年

1 月９日（月）まで、こちらの URL をクリックいただくことで、本メールに返信をお願いいたし

ます。指定された期限までに御返信がない場合は、承諾が頂けなかったものとして対応させて頂き

ます。 

（Forms URL（個人情報入力用） https://forms.office.com/r/9hsME2syve    ） 

承諾頂けました場合は、数か月以内に QSIU よりアニュアル QS グローバルアカデミック/雇用主サ

ーベイ参加の招待メール及び受領確認のリマインダーメール（最多３回）をお送りいたします。メ

ールは rankings@qs.com より送信されますので、当該メールアドレスが迷惑メールホルダーに入

っていないか適宜確認をお願いいたします。 

頂いたデータは集計フォームでのみに使用され、QSIU では、皆様より別途同意頂いている場合を除

いて、今回の目的以外又は次回以降のアニュアルサーベイ目的で皆様にコンタクトを取ることはご

ざいませんのでご安心ください。皆様より頂きます回答は、その他世界中の回答者のものと共にア

カデミック名声指数の元データとなり、QS 世界大学ランキング（全世界、地域別、科目別、学位別）

に反映されます。 

詳細はこちらのリンクよりご確認ください。http://support.qs.com/ 

皆様のご協力に心より感謝申し上げます。 

 

学長 梅原 出 

横浜国立大学 

university.rankings@ynu.ac.jp  



１. QSアジア⼤学ランキング2023（YNUは国内23位）

QS社「世界⼤学ランキング」は、⼤学ランク付
け作業の⼀環として、世界中の研究者及び企業⼈
に対して⼤規模な⼤学評判調査（アンケート）を
実施しています。この評判調査のために各⼤学か
らQS社に対し、アンケート回答者候補となる研究
者及び企業⼈のリスト（各400名で合計800名ま
で）を提出することが必要となります。

この評判調査の結果は、ランキング順位に⾮常
に⼤きく影響するため、リスト作成に⼤学を挙げ
た取り組みが不可⽋となり、2020年より卒業⽣の
皆様への御協⼒をさせていただきました。

2021年度の作成リストでは研究者77名、企業関
係者87名の提出となりましたが、提出上限である
合計800名まで集めたいと考えております。
※QS世界⼤学ランキングでは、2024年から企業
関係者評判が5%増加され、研究者評判が30％、企
業関係者評判が15％を占めています。

またQSアジア⼤学ランキングでは、研究者評判
が30％、企業関係者評判が20％を占めています。

２. ＱＳ⼤学ランキング評判調査（企業関係者評判10%→１５％に増加）

●QS世界⼤学ランキングの評価指標●

ランキング全体の30％
(←昨年は40％)を占め
る「研究者評判」
⼤学が提出した「研究
者リスト」に記載の研
究者がアンケート回答
者となります。

ランキング全体の15％(←昨年は
10％)を占める「企業関係者評判」
⼤学が提出した「企業関係者リス
ト」に記載の企業関係者がアン
ケート回答者となります。

30%

15%
10%

20%

5%
5% 研究者による評価

企業関係者による評価

教員と学⽣の⽐率

教員1⼈当たりの論⽂被引⽤数

外国⼈教員⽐率

留学⽣⽐率



３. 評判調査のリスト登録でのよくある質問
• Q. 評判調査の協⼒者リストに登録した研究者や企業⼈には、どのような連絡がありますか。

A: 横浜国⽴⼤学から提出する登録者にQ Sから直接メールでコンタクトされ、オンライン上で英語でのアンケートに回答を求められます。

• Q. アンケートでは、どのようなことを聞かれますか。
A: その⼤学の卒業⽣の採⽤を希望するか、研究者の場合は特定分野における優秀⼤学の名を選ぶなど、⼤学の評判に直結する内容となります。

（より多くの項⽬において本学を挙げていただけると、最⼤限の効果が⾒込まれます。）

• Q. 協⼒者リストに登録すべき内容はどのようなものですか。
A: QS社には以下の情報を提供しますので、次の４に掲げる「協⼒者リスト登録フォーム」にアクセス（Forms URL）いただき、情報を⼊⼒します。

< リスト掲載項⽬（全９項⽬）>

(1)Researcher / Employer の区分、(2)Title (Dr./Mr./Ms.)、(3)Name (First Name, Last Name)、(4) Job Title / Position、

(5)Department、(6)Name of Institution/Company、(7)Field of research (for researchers)/ Industry (for employers)、

(8)Country where your Institution / Company is located 、(9)Email Address

• Q. 企業関係者評判調査で登録が可能な“企業関係者”の定義がありますか。
A: 基本的にどんな形態(原⽂public or private, domestic or international)であっても企業関係者の定義に含まれます。企業規模の制限はなく、個⼈事

業主、N P O法⼈、県庁担当者等、YNU関係者の皆様が、普段、交流または共同プロジェクトにおいて連携されている組織を含めることも可能です。

• Q. ⽇本の企業関係者、または海外法⼈の企業関係者による⼀票の重みは同じですか。
A: ⽇本の企業も海外の企業も同じです。特に、横浜国⽴⼤学の評判調査に協⼒してくださる企業関係者（国内外含め）に協⼒いただけると幸いです。

４. QS評判調査の協⼒者リスト登録フォーム（Forms URL）
https://forms.office.com/r/9hsME2syve
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