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ノーベル賞
受賞者 受賞年 区分 受賞時の職名等

吉野 彰 2019年 化学賞 （京大卒）旭化成株式会社名誉フェロー・名城大学教授

本庶 佑 2018年 生理学・医学賞 （京大卒）京都大学特別教授

赤﨑 勇 2014年 物理学賞 （京大卒）名城大学教授

山中 伸弥 2012年 生理学・医学賞 京都大学教授

小林 誠 2008年 物理学賞 高エネルギー加速器研究機構名誉教授（元京都大学理学部助手）

益川 敏英 2008年 物理学賞 京都大学名誉教授

野依 良治 2001年 化学賞 （京大卒）名古屋大学教授

利根川 進 1987年 生理学・医学賞 （京大卒）米国マサチューセッツ工科大学教授

福井 謙一 1981年 化学賞 （京大卒）京都大学教授

朝永 振一郎 1965年 物理学賞 （京大卒）東京教育大学教授

湯川 秀樹 1949年 物理学賞 （京大卒）京都大学教授

ラスカー賞
受賞者 受賞年 区分 受賞時の職名等

森 和俊 2014年 基礎医学研究賞 （京大卒）京都大学教授

山中 伸弥 2009年 基礎医学研究賞 京都大学教授

増井 禎夫 1998年 基礎医学研究賞 （京大卒）カナダ・トロント大学名誉教授

西塚 泰美 1989年 基礎医学研究賞 （京大卒）神戸大学教授

利根川 進 1987年 基礎医学研究賞 （京大卒）米国マサチューセッツ工科大学教授

京都賞
受賞者 受賞年 分野 受賞時の職名等

柏原 正樹 2018年（第34回） 数理科学 京都大学名誉教授・数理解析研究所特任教授

金出 武雄 2016年（第32回） 情報科学 （京大卒）カーネギーメロン大学ワイタカー記念全学教授（元京都大学工学部助教授）

本庶 佑 2016年（第32回） 生命科学（分子生物学・細胞生物学・神経生物学）（京大卒）京都大学名誉教授

根井 正利 2013年（第29回） 生物科学（進化・行動・生態・環境） ペンシルベニア州立大学教授（元京都大学農学部助手）

山中 伸弥 2010年（第26回） バイオテクノロジー及びメディカルテクノロジー 京都大学教授

赤﨑 勇 2009年（第25回） エレクトロニクス （京大卒）名城大学教授　名古屋大学特別教授・名誉教授

アラン・カーティス・ケイ 2004年（第20回） 情報科学 京都大学客員教授

伊藤 清 1998年（第14回） 数理科学 京都大学名誉教授

林 忠四郎 1995年（第11回） 地球科学・宇宙科学 京都大学名誉教授

日本国際賞
受賞者 受賞年 分野 受賞時の職名等

長尾 真 2005年（第21回） 情報・メディア技術 （京大卒）元総長・京都大学名誉教授　（独）情報通信研究機構理事長

竹市 雅俊 2005年（第21回） 細胞生物学 京都大学客員教授 （独）理化学研究所発生・再生科学総合研究センター長
本多 健一 2004年（第20回） 環境改善に貢献する化学技術 東京工芸大学長（元京都大学工学部教授）

フィールズ賞
受賞者 受賞年 受賞時の職名等

森 重文 1990年 （京大卒）京都大学教授

廣中 平祐 1970年 （京大卒）米国ハーバード大学教授

ガウス賞
受賞者 受賞年 受賞時の職名等

伊藤 清 2006年 京都大学名誉教授

チャーン賞
受賞者 受賞年 受賞時の職名等

柏原 正樹 2018年 京都大学名誉教授・数理解析研究所特任教授

紫綬褒章
受章者 受章年
高橋 義朗 2020年
佐藤 卓巳 2020年
杉山 淳司 2020年
大須賀 篤弘 2019年
影山 龍一郎 2018年
中條 善樹 2018年
小川 誠司 2018年

文化功労者
氏名 選出年
金出 武雄 2019年
興膳 宏 2019年
上田 閑照 2018年
森 和俊 2018年
坂口 志文 2017年
成宮 周 2017年
村松 岐夫 2017年
白石 隆 2016年
松沢 哲郎 2013年

日本学士院会員
氏名 選定年
矢野 誠 2021年
金出 武雄 2020年
吉野 彰 2020年
北川 進 2019年
藤吉 好則 2019年
伊藤 邦武 2018年
丸山 利輔 2018年
興膳 宏 2016年
諸熊 奎治 2015年
長尾 真 2014年
間野 英二 2014年
村松 岐夫 2014年

氏名 選定年
和田 英太郎 2014年
赤﨑 勇 2014年
小林 道夫 2013年
鈴木 茂嗣 2013年
山中 伸弥 2013年
苧阪 直行 2012年
佐藤 幸治 2012年
西村 和雄 2012年
薗田 坦 2011年
藤田 昌久 2010年
益川 敏英 2010年
長田 重一 2010年

氏名 選定年
深谷 賢治 2009年
中西 重忠 2009年
龍田 節 2008年
柏原 正樹 2007年
吉川 忠夫 2006年
御牧 克己 2006年
常脇 恒一郎 2005年
本庶 佑 2005年
林 巳奈夫 2004年
奥田 昌道 2004年
上田 閑照 2003年
森本 信男 2003年

氏名 選定年
竹市 雅俊 2000年
入谷 明 2000年
西田 龍雄 1999年
野崎 一 1999年
上柳 克郎 1998年
森 重文 1998年
山田 晶 1998年
島田 虔次 1997年
武内 義範 1995年
中川 久定 1995年
山田 康之 1995年

氏名 選定年
井村 裕夫 1994年
辻村 公一 1994年
平場 安治 1994年
宮崎 義一 1994年
林屋 辰三郎 1993年
岡村 誠三 1991年
福山 敏男 1991年
前田 憲一 1991年
小川 環樹 1990年
沢田 敏男 1990年
西島 和彦 1990年

日本学士院賞
受賞者 受賞年
野田 進 2022年
村上 章 2022年
岩井 一宏 2021年
斎藤 通紀（※1） 2020年
倉本 尚徳（※2） 2020年
依光 英樹（※2） 2020年
長澤 丘司 2019年

氏名 選出年
吉川 忠夫 2013年
朝尾 直弘 2012年
諸熊 奎治 2012年
玉尾 皓平 2011年
山中 伸弥 2010年
長尾 真 2008年
西田 龍雄 2008年
中西 重忠 2006年
眞崎 知生 2005年

受賞者 受賞年
丸岡 啓二 2018年
堀江 武 2018年
清水 展 2017年
森 和俊（※1） 2016年
河内 良弘 2016年
西田 栄介 2016年
北川 進 2016年

氏名 選出年
柳田 充弘 2004年
竹市 雅俊 2004年
伊藤 清 2003年
常脇 恒一郎 2002年
猪木 正道 2001年
長田 重一 2001年
益川 敏英 2001年
本庶 佑 2000年

受賞者 受賞年
竹内 理（※2） 2016年
中村 和弘（※2） 2015年
中島 啓 2014年
田中 紘一 2014年
斎藤 通紀（※2） 2014年
興膳 宏 2013年

氏名 選出年
河合 隼雄 2000年
石井 米雄 2000年
山田 康之 1999年
田畑 茂二郎 1997年
奥田 東 1996年
小葉田 淳 1996年
坂井 利之 1996年
於保 不二雄 1995年

受賞者 受賞年
鍋島 陽一 2013年
吉川 一義（※1） 2012年
佐藤 文彦 2012年
熊谷 英彦 2012年
坂口 志文 2012年
田中 貴浩（※2） 2012年

氏名 選出年
岡田 節人 1995年
上山 春平 1994年
沢田 敏男 1994年
西島 和彦 1993年
堀尾 正雄 1993年
沼 正作 1991年
梅棹 忠夫 1991年
森 重文 1990年

受賞者 受賞年
平田 聡（※2） 2012年
庄垣内 正弘 2011年
望月 拓郎 2011年
山中 伸弥（※1） 2010年
梅原 郁 2010年
望月 拓郎（※2） 2010年

受章者 受章年
津田 敏隆 2017年
橋田 充 2017年
稲葉 カヨ 2016年
澤本 光男 2015年
吉田 潤一 2015年
守倉 正博 2015年
野田 進 2014年

受章者 受章年
西村 いくこ 2014年
伏木 亨 2014年
前野 悦輝 2013年
西村 和雄 2012年
小杉 泰 2012年
森棟 公夫 2012年

受章者 受章年
北 徹 2012年
平尾 一之 2012年
伊藤 邦武 2011年
丸岡 啓二 2011年
中尾 一和 2011年
禰津 家久 2011年

受章者 受章年
北川 進 2011年
鍋島 陽一 2010年
西田 栄介 2010年
林 民生 2010年
森 和俊 2010年
今中 忠行 2010年

文化勲章
受章者 受章年 区分
森 重文 2021年 数学
坂口 志文 2019年 免疫学
長尾 真 2018年 情報工学
中西 重忠 2015年 神経科学
本庶 佑 2013年 医化学・分子免疫学

山田 康之 2012年 植物分子細胞生物学・
植物バイオテクノロジー

山中 伸弥 2012年 幹細胞生物学
柳田 充弘 2011年 分子遺伝学・分子生理学
日沼 賴夫 2009年 微生物学
益川 敏英 2008年 物理学
伊藤 清 2008年 解析学、確率過程論
岡田 節人 2007年 発生生物学

受章者 受章年 区分
早石 修 1972年 生化学
桑田 義備 1962年 植物細胞学
鈴木 虎雄 1961年 中国文学
新村 出 1956年 言語学、国語学
羽田 亨 1953年 東洋史
佐々木 惣一 1952年 憲法学、行政学
田邊 元 1950年 哲学
木原 均 1948年 遺伝学
狩野 直喜 1944年 中国文学
湯川 秀樹 1943年 原子核物理学
西田 幾多郎 1940年 哲学
佐々木 隆興 1940年 生化学、病理学

受章者 受章年 区分
沢田 敏男 2005年 農業工学
西島 和彦 2003年 素粒子物理学
満田 久輝 1994年 栄養化学
梅棹 忠夫 1994年 民族学
大隅 健一郎 1993年 商法
桑原 武夫 1987年 西洋文化
林 忠四郎 1986年 天体核物理学
貝塚 茂樹 1984年 中国社会
福井 謙一 1981年 工業化学
今西 錦司 1979年 霊長類学
田中 美知太郎 1978年 哲学、西洋古典学
櫻田 一郎 1977年 応用化学、高分子化学
廣中 平祐 1975年 数学

ロレアル－ユネスコ女性科学賞
受賞者 受賞年 受賞時の職名等

稲葉 カヨ 2014年 京都大学教授

米沢 富美子 2005年 （京大卒）慶應義塾大学名誉教授

栄誉

（注）2010年以降の紫綬褒章受章者を掲載

（注）1990年以降の選出者を掲載

（注）1990年以降の選定者を掲載、順序は、日本学士院公表順

（注）2010年以降の恩賜賞/日本学士院賞/日本学士院エジンバラ公賞/日本学士院学術奨励賞受賞者を掲載　
（※1）恩賜賞・日本学士院賞　（※2）日本学士院学術奨励賞




