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総合系　情報学 電子計算機の音声制御に関する研究
城戸 健一

シンクロトロン軌道放射による分光学の研究
小塩 高文

陽電子消滅法における基礎的研究ならびに同法による
金属合金のフェルミ面の決定と磁性体不対電子の研究
藤原 邦男

レーザ電磁回路素子の開発研究
斎藤 成文
文化功労者（1998年）

理工系　総合理工

文化功労者（1989年）

結晶による制動輻射ガンマ線の偏光に関する研究
西川 哲治

遠赤外領域の分光研究
吉永 弘

低温強磁場における磁気共鳴による物性の研究
伊藤 順吉

偏極イオン源
真田 順平

マイクロ波および赤外線領域における固体の非線型光学
田中 昭二

半金属におけるMagnetoplasma効果の研究
川村 肇

10-30Kの開拓とこの温度域における超伝導等の諸種の相転移の研究

学士院賞（1960年）
神田 英蔵

電界電子顕微鏡(FEM)と電界イオン顕微鏡(FIM)とを用いた
薄膜素子製造過程の基礎問題の研究
菅田 栄治

酸化物磁性体の固体物理学的基礎研究
－新酸化物の合成と電子拡散現象の解明を中心として－
飯田 修一

プラズマ線型加速器の研究
宮本 梧楼

遷移金属を含む化合物の結晶構造と磁性
宮原 将平

超軟X線スペクトル分光法による固体内価電子の研究
林 威

超高圧電子顕微鏡の基礎的研究  
上田 良二

ヘリオトロンプラズマの
イオンサイクロトロン共鳴吸収加熱の研究
林 重憲

K-Ar，Rb-Sr，U-Pbアイソトープによる
日本列島成因及び発展史の研究－とくに古地磁気学研究結果と対比して－
小嶋 稔

ミリメートル波による宇宙電波の観測
赤羽 賢司

学士院賞（1991年）

宇宙軟X線の研究
早川 幸男

理工系　数物系 ニュートリノ相互作用の研究
三宅 三郎

不安定核準位モーメントの研究
杉本 健三

学士院賞（2007年）

半導体の表面2次元伝導
川路 紳治

文化功労者（2009年）
学士院賞（1987年）
恩賜賞（1987年）

放射性整列核による核構造の研究，
およびその物性物理学への応用
山崎 敏光

理工系　化学

文化勲章（1958年）
文化功労者（1958年）
学士院賞（1953年）

トロピリウムおよび関連化合物の有機化学的物理化学的総合研究
（特に蛍光および吸収スペクトルの研究）
野副 鉄男

文化勲章（1992年）
文化功労者（1981年）
学士院賞（1964年）

分子構造の精密測定による化学結合力の研究
森野 米三

文化勲章（2007年）
文化功労者（1999年）
学士院賞（1990年）
恩賜賞（1990年）

有機化合物の質量分析に関する研究
中西 香爾

学士院賞（1976年）

相転移の物理化学的研究
関 集三

液相遊離基反応の基礎的研究
島村 修

分子線による化学反応の素過程の研究
小寺 熊三郎

極めて短い電波による芳香族化合物の特性の研究
東 健一

非銀塩写真材料の研究
菊地  真一

固相反応過程の研究
山口 悟郎

天然物中の有毒有機物質の化学的研究
平田 義正
文化功労者（1990年）
学士院賞（1977年）

振動同期X線回折計の試作開発に関する研究
河合 弘迪

半導体有機結晶の電子状態の研究
赤松 秀雄
学士院賞（1965年）

ラマンおよびレイリー散乱の精密測定とその化学への応用
島内 武彦
学士院賞（1972年）

核酸塩基をふくむ高分子の合成とその利用
井本 稔

超音波分光学による分子構造と迅速反応の研究
田淵 大作
高圧下における高分子物性の研究
高柳 素夫

高分子化合物の分子量分布測定に関する研究
小寺 明

立体特異性重合反応の基礎的研究
谷 久也

カルベン錯体としての
イリド・逆イリドを用いる有機合成
野崎 一
学士院賞（1986年）

理工系　工学 超臨界圧流体の熱伝達に関する研究
山県 清

流体機械系の可逆流性能とキャビテーションに関する研究
葛西 泰二郎

噴霧冷却の基礎研究
青木 成文

超高圧圧力容器の破壊機構に関する研究
木原 博

道路模擬回路網とオンラインデータ処理による
交通流の新解析法に関する研究
森脇 義雄
粘弾性体の工学的応用に関する基礎研究
国尾 武

高エネルギー速度加工の基礎および応用に関する研究
福井 伸二
学士院賞（1960年）

溶接構造の低サイクル疲労に関する研究
吉識 雅夫
文化勲章（1982年）
文化功労者（1975年）
学士院賞（1966年）

テレビ付電子顕微鏡による塑性変形の動力学的研究
井村 徹
学士院賞（1994年）

サイバネティック・マシンの機能向上を目的とした
触覚および制御システムの研究
森 政弘

固気相反応装置の化学工学的研究
矢木 栄
アイソトープによる金属触媒反応の研究
堀内 寿郎
恩賜賞（1940年）

実体写真測定の工業および医学への応用に関する研究
丸安 隆和

特殊魚眼装置OTスコープの開発と
局地公害に関する実測研究
小木曾 定彰

近代高層建築の強震に対する反応解析と動的設計法に関する研究
武藤 清
文化勲章（1983年）
文化功労者（1979年）
恩賜賞（1964年）

地震災害，強震記録，常時微動から見た
都市地盤耐震判定法に関する研究
金井 清

文化功労者（1988年）
学士院賞（1978年）

波形分析を主とする数理解析的船型試験法の基礎
および応用に関する研究
乾 崇夫

学士院賞（1968年）

電磁流体力学発電に関する研究
谷 一郎

V/STOLの飛行性に関する研究
山名 正夫

イオン交換電気泳動連続分離装置の研究
垣花 秀武

半導体検出器による中性子捕獲γ線の研究
服部 学

コヒーレント光による核融合プラズマの生成
山中 千代衛

実在気体効果を伴う極超音速空気力学の研究
神元 五郎

モジュール的構成による電子機器の超小型化の研究
阪本 捷房

文化勲章（1989年）
文化功労者（1983年）
学士院賞（1974年）

半導体による新しい回路素子の開発
西沢 潤一

短ミリ波およびサブミリ波の発生とそれに関連する測定技術の研究
藤沢 和男

光波およびマイクロ波メーザーを主体とする
量子エレクトロニクスの開発研究
内田 英成

文化功労者（1991年）

マイクロ波およびミリメートル波の電力標準に関する研究
岡村 総吾

強力光源の基礎研究
山本 賢三

システムの学習的同定法とその人間工学への応用に関する研究
南雲 仁一

アクテイブ線路に関する研究
佐藤 利三郎

モアレ用グレーティングの製作および応用に関する研究
西田 正孝
フェライトを利用した電波吸収壁の開発
末武 国弘

モード同期レーザとその超高速光 PCM（符号変調）への応用
松尾 幸人

超高周波弾性表面波の電子通信工学への
応用に関する研究
柴山 乾夫
多量の不純物を含む半導体の研究
佐々木 亙
空電源距離自動決定法の研究
佐尾 和夫

超高速走査技術の基礎研究並びにれを用いた
各種の電波応用機器に関する研究
佐藤 源貞

半導体圧電結晶内電子・超音波相互作用と
VHF・UHF 帯増幅器への応用に関する研究
菊地 喜充

金属の高温疲労の研究，主として疲労の機構に関する実験的研究
竹内  栄

鉄鋼材料の加工性と変形抵抗に関する研究
作井 誠太

金属圧延板の集合組織に関する研究
五弓 勇雄
固体電解質を用いた酸素電極の開発とその冶金物理化学への応用
松下 幸雄
蛍光X線分光法による鉄鋼分析の基礎的研究
後藤 秀弘

工業用純鉄の研究
草川 隆次
高温高圧下の無機材料の合成とその機構の研究
森谷 太郎

日本の金属鉱床の成因と鉱石に関する基礎的研究
渡辺 武男
学士院賞（1966年）

鉄鋼のボロン硬化に関する基礎研究
河上 益夫

鉄鋼における窒素の役割に関する研究
今井 勇之進
文化功労者（1992年）
学士院賞（1967年）

高強度鋼の疲労き裂発生と伝播の総合的研究
横堀 武夫
文化功労者（2000年）
学士院賞（1971年）

熱電子顕微鏡を利用する耐熱金属材料の変形・破壊過程の研究
佐藤 知雄
学士院賞（1961年）

生物系　生物 外部環境の差によるイネ科植物澱粉粒の性質の変化
二国 二郎

フィトクローム系による光捕獲および制御機構の研究
古谷 雅樹

遺伝子突然変異の生成機構
松村 清二

学士院賞（1952年）

微生物の酵素形成に関する分子遺伝学的研究
吉川 秀男

細胞分化の遺伝生化学的研究
飯野 徹雄

人類集団の自然淘汰に関する研究
田中 克己

遺伝形質の発現とその調節に関する分子遺伝学的研究
由良 隆

バクテリオ・ファージT4のリゾチームを用いた遺伝情報
および酵素反応機構の研究
次田 皓

東南アジアの熱帯多雨林および淡水湖沼の生物生産力の研究
吉良 竜夫

酸素の活性中心に関する研究
船津  勝

学士院賞（1971年）

リボ核酸およびリボヌクレアーゼの構造・機能・生合成の研究
江上 不二夫

筋収縮の分子論的機作
殿村 雄治

筋蛋白におけるメカノケミストリ（筋肉蛋白質F-アクチンの動的性質）
大沢 文夫

合成ポリペプチドをモデルとしたタンパク質の構造と機能の研究
今堀 和友

O18およびトリチウムを利用するヒドロキシアミノ酸代謝の研究
田宮 信雄

化学的選択修飾を利用した核酸の構造と機能の研究
浮田 忠之進

学士院賞 (1992年）

細菌細胞におけるリボソーム生合成の研究
大沢 省三

学士院賞 (1982年）

酵素反応における反応中間体の研究
八木 国夫

学士院賞 (1988年）

転移リボ核酸を中心とした遺伝情報翻訳機構の研究
三浦 謹一郎

文化勲章 (1972年）
文化功労者(1972年）
学士院賞 (1967年）

酵素蛋白の構造と機能についての研究
早石 修

文化勲章 (1975年）
文化功労者(1975年）
学士院賞 (1972年）
恩賜賞 (1972年）

筋収縮の分子的機構
江橋 節郎

文化功労者(2014年）
学士院賞 (1976年）

生体膜における複合脂質の特異的役割
山川 民夫

タンパク質生合成の開始と終りの機構
高浪 満

動物結合組織の“素物質”：構造，生合成，分子進化
鈴木 旺

デオキシリボ核酸複製の分子機構
岡崎 令治

文化功労者(1991年）
学士院賞 (1985年）

脂質代謝の調節機構
沼 正作

学士院賞 (1985年）
恩賜賞 (1985年）

肝ミクロゾームの酸化還元系の研究
佐藤 了

生体高分子の化学構造と生理機能の関係の研究
野田 春彦

ヘモグロビンに関する研究
佐竹 一夫

生物系　農学

生物系　医歯薬学

微生物細胞における微細構造の動態
北原 覚雄

蛇毒の研究
鈴木 友二
学士院賞（1979年）

絹糸蛋白質の生合成機構に関する研究
志村 憲助

学士院賞（1979年）

微生物の生産する凝乳酵素“Microbial Rennet”に関する研究
有馬 啓

細菌における細胞外高分子物質の生合成に関する研究
丸尾 文治

邦産とりかぶとの成分研究
岡本 敏彦

生物活性を有する天然アミノ酸に関する薬学的研究
竹本 常松

糖タンパクの生化学的研究
山科 郁男

学士院賞（1984年）

ビンクリスチン全合成の研究
伴 義雄




