
光学論文賞 
 

受賞年 氏名 受賞時所属 
昭和 35 年 田中 俊一 東京大学 

(1960) 宮本 健郎 東京大学 
昭和 36 年 高崎 宏 東京大学 

(1961) 松居 吉哉 キヤノン（株） 
昭和 37 年 田幸 敏治 計量研究所 

(1962) 辻内 順平 機械技術研究所 
昭和 38 年 朝倉 利光 東京大学 

(1963) 木村 信義 キヤノン（株） 
昭和 39 年 鶴田 匡夫 （株）ニコン 

(1964) 佐々木 泰三  東京大学 
昭和 40 年 諸隈 肇 オリンパス光学工業（株） 

(1965) 鈴木 範人 （株）島津製作所 
昭和 41 年 山路 敬三 キヤノン（株） 

(1966) 清水 嘉重郎 機械技術研究所 
昭和 42 年 池田 光男 （株）ミノルタ 

(1967) 山本 忠昭 （株）ニコン 
昭和 43 年 鈴木 武臣 静岡大学 

(1968) 土井 邦雄 東京大学 
昭和 44 年 藤原 史郎 東京教育大学 

(1969)   
昭和 45 年 住田 晴幹 ミノルタ（株） 

(1970) 永井 昌平 早稲田大学 
昭和 46 年 横田 英嗣 学習院大学 

(1971)   
昭和 47 年 伊藤 良延 （株）ニコン 

(1972) 鈴木 健夫 NHK 基礎研究所 
昭和 48 年 藤原 裕文 北海道大学 

(1973) 大田 登 富士写真フィルム（株） 
昭和 49 年 山ロ 一郎 理化学研究所 

(1974) 大井 みさほ 計量研究所 
昭和 50 年 中島 俊典 理化学研究所 

(1975) 竹中 裕 （株）ニコン 
昭和 51 年 三品 博達 北海道大学 

(1976)   
昭和 52 年 上羽 貞行 東京工業大学 

(1977) 山口 十六夫 静岡大学 
昭和 53 年 谷田貝 豊彦 理化学研究所 

(1978) 本田 捷夫 東京工業大学 
昭和 54 年 岩田 耕一 大阪府立大学 

(1979) 藤居 仁 Virginia Polytechnic Institute and State University 
昭和 55 年 久保田 敏弘 東京大学 

(1980) 外村 彰 （株）日立製作所 
昭和 56 年 河田 聡 大阪大学 

(1981)   
昭和 57 年 波田腰 玄一 東京大学 

(1982) 滝沢 國治 NHK 基礎研究所 
昭和 58 年 田中 一夫 キヤノン（株） 

(1983)   
昭和 59 年 小野 雄三 日本電気光エレ研 

(1984) 柴田 宣 電電公社茨城通研 
昭和 60 年 鈴木 章義 キヤノン（株） 

(1985) 中沢 正隆 電電公社 
昭和 61 年 谷田 純 大阪大学 

(1986) 北山 研一 NTT 研究開発本部 
昭和 62 年 内川 恵二 東京工業大学 

(1987) 菊田 久雄 大阪府立大学 



昭和 63 年 中楯 末三 理化学研究所 
(1988) 阿山 みよし 東京工業大学 

平成元年 岡田 佳子 横浜国立大学 
(1989) 中島 伸治 静岡大学 

平成 2 年 石川 正俊 東京大学 
(1990) 井元 信之 NTT 基礎研究所 

平成 3 年 魚見 和久 （株）日立製作所 
(1991) 中村 収 計量研究所 

平成 4 年 中野 義昭 東京大学 
(1992) 笹木 敬司 新技術事業団 

平成 5 年 田中 康弘 松下電器産業（株） 
(1993) 塩入 諭 千葉大学 

平成 6 年 宮永 滋己 室蘭工業大学 
(1994)   

平成 7 年 岡井 誠 （株）日立製作所 
(1995) 吉森 久 古野電気 

平成 8 年 井上 康志 大阪大学 
(1996) 本宮 佳典 （株）東芝 

平成 9 年 白井 智宏 機械技術研究所 
(1997) 川田 善正 大阪大学 

平成 10 年 金子 寛彦 ATR 人間情報通信研究所 
(1998) 本多 徳行 計量研究所 

平成 11 年 尾藤 洋一 計量研究所 
(1999) 劉 紀元 理化学研究所 

平成 12 年 市村 厚一 （株）東芝 
(2000) 小野寺 理文 職業能力開発総合大学校 

平成 13 年 興梠 元伸 東京工業大学 
(2001) 栗木 一郎 科学技術振興事業団、東京大学 

平成 14 年 藤本 正俊 浜松ホトニクス中央研究所 
(2002)   

平成 15 年 外林 秀之 マサチューセッツ工科大学 
(2003) 渡辺 歴 大阪大学 

平成 16 年 西澤 典彦 名古屋大学 
(2004) 宮本 智之 東京工業大学 

平成 17 年 小西 毅 大阪大学 
(2005) 斎木 敏治 慶応義塾大学 

平成 18 年 竹内 繁樹 北海道大学 
(2006) 菅谷 綾子 （株）ニコン 

平成 19 年 田中 拓男 理化学研究所 
(2007) 王 煒 電気通信大学 

平成 20 年 高橋 栄治 理化学研究所 
(2008) 成瀬 誠 情報通信研究機構 

平成 21 年 笹川 清隆 奈良先端科学技術大学院大学 
(2009) 安井 武史 大阪大学 

平成 22 年 内田 淳史 埼玉大学 
(2010) 藤田 克昌 大阪大学 

平成 23 年 小関 泰之 大阪大学 
(2011) 竪 直也 東京大学 

平成 24 年 早澤 紀彦 理化学研究所 
(2012) Dinesh N. Naik Universität Stuttgart 

平成 25 年 佐藤 琢哉 東京大学 
(2013) 久武 信太郎 大阪大学 

平成 26 年 井手口 拓郎 東京大学 
(2014) 岡野 真之 京都大学 

平成 27 年 
選考なし  

(2015)  
平成 28 年 田口 敦清 大阪大学 

(2016) 若山 俊隆 埼玉医科大学 
平成 29 年 水野 洋輔 東京工業大学 

(2017) 雷 誠  東京大学 



平成 30 年 浅原 彰文 電気通信大学 
(2018) 南川 丈夫 徳島大学 

令和元年 小澤 祐市 東北大学 
(2019) 三上 秀治 東京大学 

令和 2 年 安藤 潤 理化学研究所 
(2020) 渡邉 隼人 NHK 放送技術研究所 

令和 3 年 田中 嘉人 東京大学 
(2021) 肖 廷輝 東京大学 

令和 4 年 堀﨑 遼一 東京大学 
(2022) 宮田 将司 日本電信電話（株） NTT 先端集積デバイス研究所 

 
1960 年～2014 年応用物理学会による表彰 


