
ノーベル賞
昭和24年 物理学賞 湯川秀樹
昭和40年 物理学賞 朝永振一郎
昭和62年 医学生理学賞 利根川 進
平成20年 物理学賞 益川敏英
平成20年 物理学賞 小林 誠
平成26年 物理学賞 赤﨑 勇

フィールズ賞
昭和45年 広中平祐
平成 2年 森 重文

ガウス賞
平成18年 伊藤 清

ハックスリー賞
昭和59年 伊谷純一郎

米国アルバート・ラスカー医学賞
昭和62年 利根川 進
平成10年 増井禎夫
平成26年 森 和俊

リーキー賞
平成20年 西田利貞

ガードナー国際賞
昭和58年 利根川 進
平成 4年 増井禎夫
平成21年 森 和俊

エドウィン・グラント・コンクリンメダル
平成22年 佐藤矩行

ハリソン賞
平成元年 岡田節人
平成13年 竹市雅俊

生命科学ブレイクスルー賞
平成29年 森 和俊

京都賞
平成 7年 林 忠四郎
平成10年 伊藤 清
平成21年 赤﨑 勇

日本国際賞
平成 7年 細胞生物学 竹市雅俊

文化勲章
昭和18年 物理学 湯川秀樹
昭和27年 物理学 朝永振一郎
昭和35年 数学 岡 潔
昭和37年 植物細胞学 桑田義備
昭和50年 数理解析 広中平祐
昭和51年 遺伝学 木村資生
昭和54年 動物学 今西錦司
昭和59年 医学生理学 利根川 進
昭和61年 宇宙物理学 林 忠四郎
平成 6年 民族学 梅棹忠夫
平成15年 素粒子物理学 西島和彦
平成19年 発生生物学 岡田節人
平成20年 物理学 益川敏英
平成20年 物理学 小林 誠
平成20年 数学 伊藤 清
平成23年 半導体電子工学 赤﨑 勇
平成23年 分子遺伝学･分子生理学

柳田充弘

文化功労者
昭和26年 物理学 湯川秀樹
昭和27年 物理学 朝永振一郎
昭和35年 数学 岡 潔
昭和37年 植物細胞学 桑田義備

昭和41年 物理化学 堀場信吉
昭和43年 数学 園 正造
昭和45年 動物発生学 岡田 要
昭和47年 動物学 今西錦司
昭和50年 数理解析 広中平祐
昭和51年 遺伝学 木村資生
昭和57年 宇宙物理学 林 忠四郎
昭和58年 医学生理学 利根川 進
昭和59年 数理解析 佐藤幹夫
平成 2年 代数幾何学 森 重文
平成 3年 民族学 梅棹忠夫
平成 5年 理論物理学 西島和彦
平成 7年 発生生物学 岡田節人
平成13年 物理学 益川敏英
平成13年 物理学 小林 誠
平成15年 数学 伊藤 清
平成16年 分子生物学 柳田充弘
平成16年 発生生物学 竹市雅俊
平成16年 半導体工学 赤﨑 勇
平成19年 植物系統分類学 岩槻邦男
平成30年 細胞生物学 森 和俊

日本学士院賞
昭和12年 (恩)化学 堀場信吉
昭和15年 物理学 湯川秀樹
昭和19年 化学 佐々木申二
昭和23年 物理学 朝永振一郎
昭和25年 地球物理学 長谷川万吉
昭和26年 数学 岡 潔
昭和28年 植物細胞学 桑田義備
昭和36年 海洋化学 石橋雅義
昭和39年 理論物理学 西島和彦
昭和42年 函数解析学 吉田耕作
昭和43年 遺伝学 木村資生
昭和45年 数理解析 広中平祐
昭和46年 宇宙物理学 林 忠四郎
昭和51年 数理解析 佐藤幹夫
昭和53年 数学 伊藤 清
昭和60年 物理学 益川敏英
昭和60年 物理学 小林 誠
昭和61年 電気分析学 藤永太一郎
昭和61年 代数学 永田雅宜
昭和61年 湖沼年代学 堀江正治
昭和63年 代数解析学 柏原正樹
平成 2年 代数幾何学 森 重文
平成 5年 数理物理学 神保道夫
平成 6年 鉱物学 森本信男
平成 6年 分子生物学 志村令郎
平成 8年 確率論 渡辺信三
平成 8年 発生生物学 竹市雅俊
平成15年 幾何学 深谷賢治
平成15年 分子生物学 柳田充弘
平成17年 (恩)数学 加藤和也
平成17年 天体核物理 中村卓史
平成20年 構造生理学 藤吉好則
平成21年 (恩)素粒子物理学 江口 徹
平成22年 宇宙物理学 佐藤勝彦
平成23年 数学 望月拓郎
平成26年 (恩)半導体工学 赤﨑 勇
平成26年 数学 中島 啓
平成28年 (恩)分子生物学 森 和俊
平成30年 有機合成化学 丸岡啓二

日本学士院賞エジンバラ公賞
平成 6年 植物系統分類学 岩槻邦男
平成 8年 動物生態学 川那部浩哉
平成16年 霊長類学 河合雅雄

紫綬褒章
昭和51年 天文学 宮本正太郎
昭和52年 粉体化学 水渡英二
昭和59年 霊長類学 近藤四郎
昭和61年 物理学 松原武生
昭和62年 霊長類学 川村俊蔵
昭和62年 無機固体化学 高田利夫

栄誉(理学研究科･理学部関係分)

昭和62年 東洋科学技術史 吉田光邦
平成 2年 霊長類学 河合雅雄
平成 2年 鉱物学 森本信男
平成 2年 発生生物学 岡田節人
平成 4年 分子生物学 小関治男
平成 4年 人類学 伊谷純一郎
平成 5年 有機化学 丸山和博
平成11年 宇宙物理学 佐藤文隆
平成14年 分子生物学 柳田充弘
平成16年 宇宙線物理 小山勝二
平成18年 発生ゲノム科学 佐藤矩行
平成18年 構造生理学 藤吉好則
平成19年 原子核物理学 堀内 昶
平成21年 有機物性化学 齋藤軍治
平成22年 有機合成化学 林 民生
平成22年 分子生物学 森 和俊
平成23年 有機合成化学 丸岡啓二
平成25年 物性物理学 前野悦輝
平成26年 植物細胞生物学 西村いくこ
令和元年 構造有機化学 大須賀篤弘
令和 2年 原子物理学 高橋義朗
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