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仁科記念賞受賞者とその業績

年度！ 受 賞 者 受賞者業績

1955 I大阪大学理学部緒方惟一氏大型質量分析器の完成

大阪市立大学理西島和彦氏素粒子相互変換

学部

1956 I大阪大学理学部芳田 杢氏｜反強磁性体における磁気異方性エネルギー

東京大学農学部三井進午氏｜同位元素による植物の栄養ならびに土壌肥料学

農業技術研究所西垣 晋氏｜的研究

II 江川友治氏

蚕糸試験場 潮田常三氏

1957 I東京大学理学部久保亮五氏｜非可逆過程の統計力学

1958 I大阪大学理学部杉本健三氏｜原子核の励起状態の磁気能率、および電気四極

子能率の測定

東京教育大学理沢田 克郎氏｜電子ガスの相関エネルギーに関する研究

学部

1959 Iソニー株式会社江崎玲於奈氏｜エサキダイオードの発明、およびその機能の理

論的解明

理化学研究所 中根良平氏 l化学交換反応による同位元素濃縮

1960 I大阪府立大学理吉森昭夫氏｜磁性結晶におけるスピンのらせん状配列の理論

学部

肌｜東京大学原子核丹生 潔氏i中 間 子 多 重 発生山玉模型

研究所

名古屋大学理学福井崇時氏｜ディスチャージチェンバーの研究と開発

部

大阪市立大学理宮本重徳氏

学部

京都大学理学部松原武生氏｜量子統計力学の方法

1962 I名古屋大学プラ 高山一男氏｜低密度プラズマの研究一一特に共鳴探針法の

ズマ研究所 ｜発明

工業技術院電気佐々木亘氏｜ゲルマニウムの熱い電子の異方性の研究

試験所 ｜ 

1963 I京都大学理学部林忠四郎氏｜天体核現象の研究
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年度｜ 受 賞 者 受賞者業績

1964 I東京大学理学部岩田 義一氏｜静電磁場における電子、およびイオン運動に関

する研究

東京教育大学光瀬谷正男氏｜真空分光計に関する研究

学研究所

1965 I京都大学教養部三谷健次氏｜弱電離プラズマのサイクロトロン周波数におけ

名古屋大学プラ 田中茂利氏｜る負吸収の研究

ズマ研究所

大阪市立大学理三宅三郎氏｜宇宙線ミュー中間子およびニュートリノの研究

学部

1966 I東京大学宇宙航小田 稔氏ISCO-X-1の位置決定

空研究所

東京大学物性研豊沢 豊氏｜国体光物性の動力学的理論

究所

1967 I広島大学理学部小川修三氏｜基本粒子の対称性に関する研究

東京大学原子核山口嘉夫氏

研究所

東京大学宇宙航西村 純氏｜超高エネルギー相互作用における横向き運動量

空研究所 ｜の研究

1968 I九州大学理学部森 肇氏｜非平衡状態の統計力学

工業技術院電気近藤 淳氏｜希薄合金の抵抗極小の解明

試験所

1969 I大阪大学教養部松田 久氏｜原子質量精密測定用大分散質量分析装置の開発

名古屋大学プラ 池地弘行氏｜イオン波エコーの研究

ズマ研究所

京都大学理学部西川恭治氏

1970 I学習院大学理学木越邦彦氏｜炭素－14による年代測定に関する研究

部

東京大学理学部西川哲治氏｜線型加速器に関する基礎研究

1971 I東京大学原子核菅原寛孝氏｜基本粒子の対称性の応用

研究所

ミュンへン工科森永晴彦氏｜インビームスベクトロスコピーの創出と原子核

大学 ｜構造の研究
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年度｜ 受 賞 者 受賞者業績

日72Iテンプル大学物 川崎恭治氏｜臨界現象の動力学的理論

理学科

東北大学理学部真木和美氏｜超伝導体の理論的研究

1973 I京都大学数理解 中西 嚢氏｜場の量子論における散乱振幅の諸性質の分析

析研究所 ｜ 

京都大学基礎物佐藤文隆氏｜重力場方程式の新しい厳密解の発見とそれの宇

理学研究所 ｜宙物理学への応用

広島大学理論物冨松 彰氏

理学研究所

町大阪大学教養部大塚頴三氏｜半導体電子輸送現象のサイクロトロン共鳴によ

る研究

ニューヨーク市 崎田 文二氏｜素粒子の超多重項理論および二重性理論の研究

立大学

1975 I東京大学理学部 山崎敏光氏｜核磁気能率における中間子効果の発見

東京大学物性研花村柴一氏｜多励起子系の理論的研究

究所 ｜ 

1976 I九州大学理学部磯矢 彰氏｜静電高圧加速器の研究とその新機軸の開発

ロチェスター大大久保進氏｜強い相互作用による素粒子反応に対する選択規

学理学部 ｜則の発見

名古屋大学理学飯塚重五郎氏

部

1977 I東京大学物性研塩谷繁雄氏｜ピコ秒分光法による半導体の高密度励起効果の

究所 ｜研究

京都大学基礎物牧 二郎氏｜素粒子の四元模型

理学研究所

筑波大学物理学原 康夫氏

系

配分子科学研究所貴田 栄治氏｜高分解能高感度分光法によるフリーラディカル

の研究

東京大学理学部有馬朗人氏｜原子核の集団運動現象の解明

東京大学原子核丸森寿夫氏

研究所
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賞 者 受賞者業績

1979 I東京大学物性研守谷 亨氏｜遍歴電子強磁性の理論

究所

高エネルギ一物小林 誠氏｜基本粒子の模型に関する研究

理学研究所

東京大学原子核益川敏英氏

研究所

（受賞者の所属は受賞時のものによる。〉

仁科研究奨励金贈呈先一覧

年度｜ 贈 呈 先 研 究 題 目

1956 I大阪大学理学部 山部昌太郎氏｜陽子の軽原子による非弾性散乱の角度分布

小林理学研究所加藤範夫氏｜結晶完全度に関するエックス線的研究

東京大学応用徴宮地重遠氏｜トレーサーによる光合成の研究

生物研究所

1957 I大阪大学理学部渡辺得之助氏｜中性子線回折研究用モノクロメーター

1958 I名古屋大学農学 斎藤 哲夫氏｜トレーサーによる殺虫剤の作用機構に関する研

部 ｜究

大阪市立大学理 斎藤喜彦氏｜ エックス線の異常分散の結晶構造解析への応用

工学部

間 91東京大学教養学 石黒 浩三氏｜極端紫外領域における国体の光学的研究

部

東京大学大学院石塚 浩氏｜直線型フ。ラズマ加速装置

学生

立教大学理学部道家忠義氏｜低エネルギ一重荷電粒子の各種気体に対する電

離効率の研究

東京大学原子核藤本陽一氏｜宇宙線の起源

研究所

II 小柴昌俊氏

1960 I理化学研究所 鎌田 甲一氏｜空気シャワーの高度変化
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呈 先｜ 研究題目

1960 I東京大学原子核小田

研究所

稔氏 114c定量による長期間の宇宙線強度変動の測定

工技院名古屋工榎本

業技術試験所

茂正氏 If3線による蛍光X線とその工業への応用

東京大学医学部

1961 I東京大学理学部

関西学院大学理

学部

大阪市立大学理

学部

宮川 正氏｜中性子捕獲療法の一変法について一一朝素コロ

イド使用

武部 啓氏 微生物における放射線感受性の機構

富家勇次郎氏 極低温単結晶構造解析とクライオスタット製作

三宅三郎氏 2000米以上の深さにおけるミュー中間子の測定

京大学理学部有馬朗人氏｜原子核者車造の殻模型による研究

東北大学電気通西沢潤一氏｜強電界半導体中におけるキャリヤの拡散

信研究所 ｜ 

北海道大学理学 三井 利夫氏 Ix線によるチタン酸バリウム系強誘電体の格子

部 ｜振動の研究

1963 I大阪大学教養部松田 久氏 i分解能1000万程度の質量分析器の製作と測定

｜東京大学教養学 高木佐知夫氏｜固体内電子のプラズマ振動と電子線の非弾性散

部 ｜乱の研究

九州大学工学部米田 泰治氏 Ix線の異常表面反射効果に対する研究

1964 I東京工業大学 池上栄胤氏｜極低エネルギー電子の検出と原子核の微細構造

東京大学教養学真隅泰三氏｜ポーラロンの研究

部 ｜

名古屋大学理学大西 勤氏 ｜生体膜におけるイオン輸送機構の研究

部

1965 I東京大学教養学藤原邦男氏陽電子消滅法による固体内電子の運動状態の研

部 l究

学習院大学理学 長谷川博一氏｜海底堆積物中の長寿命宇宙線生成物の研究

部 ｜

名古屋大学理学 三浦謹一郎氏｜転移リボ核酸のアミノ酸暗号翻訳機構

部 ｜
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年度｜ 贈 呈 先 研 究 題 目

1966 I東京大学教養学伊藤 盛氏｜放射線による突然変異誘発機構の研究一一特に

部 ｜分子鎖仮説につき

東北大学理学部斎藤一夫氏｜金属錯化合物の同位体交換反応の研究

大阪大学理学部大塚エイ三氏｜半導体中の電気的双極子による電子散乱の研究

東京大学物性研小林農作氏｜偏極 ~9Co 核と偏極中性子との相互作用

究所

目67I東北大学科学計井上鋒眠｜高速イオンの弾性散乱の研究

測研究所

大阪市立大学理勝俣五男氏｜イオンセンシティブプロープ〈磁場中プラズマ

学部 ｜のイオン温度測定法〉の研究

東京都立大学理久米 潔氏｜高感度磁気共鳴法による Kondo効果の研究

学部 i 

東京大学理学部和田 昭允氏｜分子遺伝情報の電子顕微鏡による直接読み出し

東京大学理学部 山崎敏光氏｜核反応による核整列：電磁気能率と核外場の相

｜互作用

1968 I立教大学理学部 白土一声、二氏｜速中性子による重陽子崩壊反応における終状態

｜相互作用の研究

京都大学理学部宇田川 猛氏｜対相関に基づく原子核の集団励起に関する研究

お茶の水女子大 佐野博敏氏｜メスバウア一分光学による分子問、および分子

学理学部 ！内結合状態の研究

金沢大学理学部阪上正信氏 IU-237、Th-231に関する放射化学的研究

大阪大学理学部沢田 康次氏｜超音波による金属、半金属の電子的性質の研究

学習院大学理学川路紳治氏 IInAs, Geの真空中境開面における二次元異常

部 ｜電気伝導の実験

大阪大学理学部小川英行氏 IDNA障害修復の分子機構

1969 I名古屋大学工学梅野正義氏｜電子一正孔プラズマの強磁場伝導現象の研究

部

京都大学工学部 岡村誠三氏｜イオン一分子反応による放射線重合の初期過程

の研究

東京大学物性研小林浩一氏｜イオン結晶の磁気光効果一一ポーラロンからな

究所 ｜るエキシトンおよびランダウ準位の研究
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年度l贈 間
半 先 。f 究 崩 1::1 

1969 I東京大学工学部 国府田隆夫氏｜外場効果によるイオン結品中の励起子状態の研

究

東京大学理学部須田 英博氏｜趨高エネルギー μ中間子束の研究

理化学研究所 小林駿介氏｜遠赤外レーザーによる半導体の光伝導に関する

研究

東京大学理学部富永 健氏｜ラジオガスクロマトグラフ法による無機化合物

および有機金属化合物の放射化学的研究

東京大学医科学 古川昌之介氏｜細菌における染色体外性遺伝子（Plasmids〕相互

研究所 ｜聞の反応一一特にR因子を中心にして

1970 I九州大学理学部漬田 栄治氏｜遠赤外レーザ一分光による不安定分子フリーラ

デイカルの研究

大阪大学蛋白質栗木芳隆氏｜蛋白質生合成系における GTP加水分解反応と

研究所 I translocationの共事E機構の研究

東京大学工学部堂山 昌男氏｜陽電子消滅法による超高圧下の金属、合金、お

よび半導体のフェルミ面の研究

京都大学工学部吉田 善一氏 ｜金属同位元素によるポルフィリン錯体に関する

｜研究

東京大学物性研生嶋 明氏 ｜液体ヘリウムにおける臨界揺動の研究

究所

立教大学理学部侃 建治氏｜単一Ge結晶マルチゴニオメータの製作と応用

東京大学教養学原田 義也氏｜光電子分光法の分子性結晶への応用

部

1971 I北海道大学理学相原惇一氏｜オキソカーボン（Oxocarbon）類の団体物性の

部 ｜研究

大阪大学徴生物竹田 美文氏｜アミノアシル転移 RNA合成反応の研究

病研究所

東京大学教養学桜井捷海氏｜レーザーと光子計数法による光子相関を用いた

部 ｜原子分子のエネルギー準位の研究

九州大学理学部間瀬正一氏｜強磁場中り半金属におけるエキシトニックフェ

ーズの研究

東京大学理学部中井浩二氏｜超徴細相互作用と不安定核モーメント
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年度｜ 贈 呈 先 研 究 題 日

1971 I京都大学工学部宇尾光治氏！ヘリカルヘリオトロン磁場の性質に関する理論

l的研究

東京大学理学部藤原鎮男氏｜無機錯体のガンマ線照射により生成するホット

イオンの研究

東京工業大学理 川久保達之氏！非平衡系のゆらぎ現象に関する実験的研究

学部 I 

理化学研究所 高橋 E氏｜液体キセノンを用いた多線陽極比例計数管の試

作

目72I福井大学工学部神藤洋爾氏｜蛍光円二色性測定装置の試作と光学活性物質の

構造解明への応用

東京大学物性研大林康二氏｜揺動および緩和現象の量子光学的研究

究所 ｜ 

京都大学原子炉東村武信氏｜極低温を用いた凝縮相放射線化学の初期過程の

実験所 ｜研究

東京大学教養学青木 禎氏｜励起された原子分子集合体のコヒーレンス状態

部 ｜の研究

東京大学理学部清水忠雄氏｜レーザ一二重共鳴法によるダイナミカルな分子

｜過程の研究

東京教育大学理 内野倉国光氏｜混晶の二次ラマン散乱による研究

学部

お茶の水女子大 丸山 有成氏｜トンネルスベクトロスコピーによる固体有機物

学理学部 ｜の電子状態の研究

岡山大学温泉研酒井 均氏｜鉱物一水間の 1soの分配の実験的理論的研究と

究所 ｜その地球化学的応用

1973 I大阪大学理学部音在清輝氏！原子遷移による核励起の研究

大阪大学基礎工西田 良男氏｜遠赤外レーザーによる励起子の分光的研究

学部 ｜ 

電気通信大学 井上雅夫氏｜イオンサイクロトロン共鳴による原子量の精密

｜測定

東北大学金属材後藤武生氏｜二次元半導体における高密度励起子効果

料研究所
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年度~東京？都一立 皇 先 研究 題 目

1973 大学理藤山常毅氏光散乱の徴細構造の観測と液体構造

学部

富山大学薬学部北川泰司氏 過冷却微粒子の生成に関する研究一一ノズル・

ビーム法の適用

東京大学原子核小川建吾氏 原子核集団運動の殻模型による理論的研究

研究所

1974 I九州大学工学部俵 博之氏 高電離重イオン衝突における内殻電離機構の研究

大阪大学理学部邑瀬和生氏 ラマン散乱によるフォノンープラズモン結合モ

ードの分散関係の研究

東北大学金属材 富吉 昇一氏電子ライナックを用いたパノレス法中性子非弾性

料研究所 散乱による選移金属，非晶体等の高いエネルギ

一励起状態の研究

東京大学理学部平川浩正氏 中性子息からの重力波の検出に関する研究

東京大学工学部氏平祐輔氏 ポジトロニウムの反応に関する研究

広島大学理学部尾田年充氏 高密度プラズマからの HeEスベクトル線のシ

ュタルク・ブロードニングの測定

高山学院大学理中村 弘氏 α＋D一一→α＋n+p反応の分析

工学部

1975 I東京大学教養学酒井 純氏 赤外レーザーによる分子の非線形分光

部

金沢大学工学部清水立生氏 非品質半導体に対する不純物の影響

京都大学原子炉前田 豊氏 偏極7線によるへム蛋白の電子状態の研究

実験所

東北大学理学部吉原賢二氏 インプランテーションによる新化学種の生成と

その化学性，物性の研究

京都大学理学部志田 忠正氏 Ir線照射によ って生ずるイオンラディカルの電

子状態の研究

広島大学総合科岡本哲彦氏 強磁性臨界点近傍の動的スピン過程の光散乱に

学部 よる研究

女子栄養大学栄中山博明氏 先駆体錯体を用いた一価金属イオンの気相反応

養学部 の研究
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年度 贈 三ICEコ 先 研 究 題 目

1976 立教大学理学部窪田信三氏 電離放射線励起による同体、液体アルゴン、ク

リプトン、ゼノンの励起発光の実験的研究

埼玉工業大学電深町共栄氏 吸収端近傍におけるX線異常散乱の研究

子工学科

東京大学教養学西川 勝氏 高密度炭化水素気体中の準自由原子のエネルギ

部

甲南大学理学部香川喜一郎氏 レーザ一光照射による色中心生成機構の研究

東京大学原子核坂田 文彦氏 球形核における非調和効果の微視的研究

研究所

町広島大学理学部桜井醇児氏｜希土類金属開化合物における希土類原子の不対

電子と伝導電子部分波成分の聞の磁気相互作用

に関する輸送現象的研究

明星大学理工学菅野 等氏｜高圧下での過冷却水溶液における同位体効果

部

山口大学工業短 鵜久森正毅氏｜固体の強励起状態の研究

期大学部

筑波大学物理学関叡智幸氏 二次元層状物質のラマン散乱

系

1978 I富山大学教育学清水建次氏 希土類金属間化合物の核磁気共鳴

部

東北大学科学計佐藤幸紀氏イオン衝撃による有機化合物の光学禁制励起電
測研究所 子状態の研究

大阪大学基礎工西野種夫氏 束縛多励起子の励起状態に関する研究
学部

東京大学理学部矢崎紘一氏｜中間エネルギ一物理学一一π中間子と原子核と

の相互作用を中心として

法政大学第二教野矢 弘氏 重陽子の弾性および非弾性散乱におけるvector、
養部 および tensoranalyzing powerについて

東京工業大学理旗野喜彦氏 パルスラジオリシス・マイクロ波空洞法による

学部 ベニングイオン化の研究

1979 I東京工業大学理武谷 汎氏 核反応における制動輯射の検出と timedelay 

｜学部
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anomalous Ward identity 
における発散の処理の再検
討及び dynamical Higgs 
mechanism の模型と 100
GeV領域の現象への反映

磁気体積効果等の物性の研
究及び photoemissionの実
験で得られている動的な現
象の理論的研究

宇宙線を用いた超高エネル
ギー核衝突による新しい型
の核相互作用の研究

放射線化学初期過程の研究
にピコ秒の時間分解能を有
する電気伝導法を用い，従
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とあわせて詳細な解明をお
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和正氏

久三氏

宅

嶋
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東京都立大
学理学部

名古屋大学
理学部

東京大学大
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研究科

年度｜
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健男氏域大阪大学理
学部

雅宣氏

孝氏

玉田

住吉

早稲田大学
理工学研究
所

北海道大学
工学部

1983 
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