
受賞歴 役所広司

受賞年 対象作品

【ドラマ】

1984 エランドール賞　新人賞 「徳川家康」

1984 1983年度テレビ大賞　新人賞 「徳川家康」

1984 第38回日本放送映画藝術大賞 放送部門 最優秀助演男優賞 「徳川家康」

1986 第24回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「いのち」

1991 第28回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「愛の世界」

1991 第6回文化庁芸術作品賞　テレビドラマの部　※ 「愛の世界」

1991 第17回放送文化基金賞 テレビドラマ部門　優秀賞　※ 「愛の世界」

1991 第8回ATP賞テレビグランプリ フィクション部門　優秀賞　※ 「愛の世界」

1992 第29回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「サハリンの薔薇」

1992 第7回文化庁芸術作品賞　テレビドラマの部　※ 「サハリンの薔薇」

1993 第8回文化庁芸術作品賞　テレビドラマの部　※ 「雀色時」

1993 第30回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「雀色時」

1993 日本民間放送連盟賞　番組部門テレビドラマ　優秀賞　※ 「雀色時」

1993 第10回ATP賞テレビグランプリ フィクション部門　優秀賞　※ 「金の夢は血に濡れて」

1994 第5回上海テレビ祭 最優秀主演男優賞 「雀色時」

1994 第31回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「殺人の駒音」

1994 第31回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「私が殺した男」

1994 第31回ギャラクシー賞 テレビ部門選奨　※ 「八丁堀捕物ばなし」

1995 第32回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「真昼の月 続・病院で死ぬということ」

1995 第21回放送文化基金賞 テレビドラマ部門　番組賞　※ 「真昼の月 続・病院で死ぬということ」

1995 第12回ATP賞テレビグランプリ フィクション部門　優秀賞　※ 「真昼の月 続・病院で死ぬということ」

1998 第53回文化庁芸術祭賞　テレビドラマの部　優秀賞　※ 「幽婚」

1998 第36回ギャラクシー賞 テレビ部門選奨　※ 「幽婚」

1998 第36回ギャラクシー賞 テレビ部門奨励賞　※ 「刑事クマさん」

1998 第25回放送文化基金賞 テレビドラマ部門　番組賞　※ 「幽婚」

1999 平成10年度芸術祭優秀賞　テレビドラマの部　※ 「幽婚」

1999 日本民間放送連盟賞　番組部門テレビドラマ　最優秀賞　※ 「刑事たちの夏」

2000 第37回ギャラクシー賞 テレビ部門大賞　※ 「刑事たちの夏」

2003 第40回ギャラクシー賞テレビ部門奨励賞　※ 「ビタミンF」

2004 第42回ギャラクシー賞　テレビ部門選奨　※ 「砦なき者」

2005 第12回ATP賞テレビグランプリ ドラマ部門　優秀賞　※ 「砦なき者」

2005 第31回放送文化基金賞 番組部門/個別分野 出演者賞 「砦なき者」

2009 第47回ギャラクシー賞　テレビ部門奨励賞　※ 「駅路」

2012 第66回文化庁芸術祭賞 テレビ・ドラマ部門 優秀賞　※ 「初秋」

2012 第48回ヒューゴ・テレビ賞 長編テレビ映画部門 銀賞　※ 「初秋」

2012 第46回アメリカ国際フィルム・ビデオ祭　TVドラマ部門ゴールドカメラ賞　※ 「初秋」

　※は作品賞
　受賞年は授賞式を基準にしています 【受賞歴】
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2014 第69回文化庁芸術祭賞　テレビドラマの部　優秀賞　※ 「おやじの背中 ーウエディング・マッチー」

2018 第95回ザテレビジョンドラマアカデミー賞　最優秀主演男優賞 「陸王」

2018 第55回ギャラクシー賞　マイベストTV賞　※ 「陸王」

【映画】

1991 第14回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞 「オーロラの下で｣

1996 第50回毎日映画コンクール 男優主演賞 「KAMIKAZE TAXI」

1996 第20回モントリオール世界映画祭 審査員特別大賞　※ 「眠る男」

1996 第21回報知映画賞 最優秀主演男優賞 「Shall we ダンス？」「眠る男」「シャブ極道」

1996 第9回日刊スポーツ映画大賞 主演男優賞 「Shall we ダンス？」

1997 「Tokyo Journal」第四回イノベーティヴ賞　映画部門 「Shall we ダンス？」「眠る男」「シャブ極道」

1997 第51回日本放送映画藝術大賞 放送部門 最優秀主演男優賞 「Shall we ダンス？」

1997 第18回ヨコハマ映画祭 主演男優賞 「Shall we ダンス？」「シャブ極道」「眠る男」

1997 第51回毎日映画コンクール 男優主演賞 「Shall we ダンス？」「眠る男」「シャブ極道」

1997 第70回キネマ旬報ベスト・テン 主演男優賞 「Shall we ダンス？」「シャブ極道」「眠る男」

1997 第22回おおさか映画祭 最優秀主演男優賞 「Shall we ダンス？」「眠る男」「シャブ極道」「KAMIKAZE TAXI」

1997 第39回ブルーリボン賞 主演男優賞 「Shall we ダンス？」「眠る男」「シャブ極道」

1997 第6回日本映画批評家大賞 男優賞 「Shall we ダンス？」

1997 96年度シネフロント・ベストテン 男優賞 「Shall we ダンス？」「眠る男」

1997 ヴァレンシエンヌ映画祭 準グランプリ　※ 「KAMIKAZE TAXI」

1997 第20回日本アカデミー賞 最優秀主演男優賞 「Shall we ダンス？」

1997 第11回高崎映画祭 最優秀主演男優賞 「Shall we ダンス？」

1997 1996年度全国映連賞 男優賞 「Shall we ダンス？」「眠る男」

1997 第50回カンヌ国際映画祭 パルムドール　※ 「うなぎ」

1997 第14回わかやま市民映画祭 最優秀主演男優賞 「Shall we ダンス？」

1997 第42回アジア太平洋映画祭 最優秀主演男優賞 「うなぎ」

1997 第21回山路ふみ子映画賞　※ 「うなぎ」

1997 第10回東京国際映画祭 最優秀男優賞 「CURE」

1997 第15回ゴールデングロス特別賞 マネーメイキングスター賞 「失楽園」

1997 第15回ゴールデングロス賞　優秀銀賞　※ 「失楽園」

1997 第22回報知映画賞 最優秀主演男優賞 「失楽園」「うなぎ」「バウンス ko GALS」

1997 第2回ニフティ映画大賞（現・インターネット映画大賞） 作品賞　※ 「CURE」

1997 第2回ニフティ映画大賞（現・インターネット映画大賞） 主演男優賞 「CURE」「うなぎ」他

1998 第52回日本放送映画藝術大賞 映画部門 最優秀主演男優賞 「うなぎ」

1998 第71回キネマ旬報ベスト・テン 主演男優賞 「失楽園」「うなぎ」

1998 第40回ブルーリボン賞 主演男優賞 「うなぎ」「CURE」「失楽園」

1998 第21回日本アカデミー賞 最優秀主演男優賞 「うなぎ」
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1998 第21回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞 「失楽園」

1998 第48回芸術選奨文部科学大臣賞　映画部門 「うなぎ」「失楽園」「バウンス ko GALS」「CURE」

1998 第12回高崎映画祭 最優秀助演男優賞 「バウンス ko GALS」

1998 第15回わかやま市民映画祭 最優秀主演男優賞 「うなぎ」「失楽園」

1998 第11回東京国際映画祭アジア映画賞　スペシャル・メンション　※ 「ニンゲン合格」

1999 第22回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞 「絆」

2000
ベルギー王立フィルムアーカイブ・グランプリ　※
(AGE　D’OR　PRIZE＝ルイス・ブニュエル『黄金時代』賞　)

「ユリイカ」

2000 第23回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「金融腐蝕列島 呪縛」

2000 第53回カンヌ国際映画祭　国際批評家連盟賞・エキュメニカル賞　※ 「ユリイカ」

2001 第24回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「どら平太」

2001 第14回シンガポール国際映画祭　最優秀アジア映画賞　※ 「ユリイカ」

2001 第54回カンヌ国際映画祭　国際批評家連盟賞　※ 「回路」

2001 第37回シカゴ国際映画祭　主演男優賞 「赤い橋の下のぬるい水」

2001 第20回国際環境映画祭(仏)　フィクション映画部門賞　※ 「赤い橋の下のぬるい水」

2002 第25回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「赤い橋の下のぬるい水」

2003 ヴァレンシェンヌ映画祭　オマージュ賞 全映画対象

2003 第26回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「突入せよ！「あさま山荘」事件」

2004 第8回ニフティ映画大賞（現・インターネット映画大賞）　主演男優賞 「ドッペルゲンガー」

2005 第26回ヨコハマ映画祭　主演男優賞 「油断大敵」「東京原発」「笑の大学」

2005 第28回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「笑の大学」

2006 2005年度 EARTH VISION　第14回地球環境映像祭　最優秀賞　※ 「東京原発」

2006 第16回ゴッサム賞　ベストアンサンブルキャスト 「ＢＡＢＥＬ」

2006 第11回サンディエゴ映画批評家協会　最優秀アンサンブル演技賞 「ＢＡＢＥＬ」

2007 第64回ゴールデングローブ賞　作品賞(ドラマ部門)　※ 「ＢＡＢＥＬ」

2007 第18回パームスプリングス国際映画祭　アンサンブル・キャスト賞 「ＢＡＢＥＬ」

2007 第30回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「THE 有頂天ホテル」

2008 第31回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「象の背中」

2008 第10回ドービル・アジア映画祭　TRIBUTE(賛辞式） 全映画対象

2008 フィルムマドリッド　最優秀俳優賞 「象の背中」

2009 第32回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「パコと魔法の絵本」

2011 第34回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「十三人の刺客」

2011 第15回日本インターネット映画大賞　主演男優賞 「十三人の刺客」「最後の忠臣蔵」

2011 第65回日本放送映画藝術大賞 映画部門 優秀主演男優賞 「十三人の刺客」「最後の忠臣蔵」

2011 第2回日本シアタースタッフ映画祭　主演男優賞 「最後の忠臣蔵」

2011 第35回モントリオール世界映画祭　審査員特別グランプリ　※ 「わが母の記」

2011 第24回東京国際映画祭　審査員特別賞　※ 「キツツキと雨」

2011 第8回ドバイ国際映画祭　アジア・アフリカ部門 最優秀男優賞 「キツツキと雨」

　※は作品賞
　受賞年は授賞式を基準にしています 【受賞歴】
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2012 第35回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「最後の忠臣蔵」

2012 第6回JAPAN CUTS　CUT ABOVE賞 全映画対象

2012 第32回ハワイ国際映画祭　キャリア・アチーブメント・アワード 全映画対象

2012 第4回TAMA映画賞 最優秀男優賞 「聯合艦隊司令長官 山本五十六」「キツツキと雨」「わが母の記」

2013 第36回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「聯合艦隊司令長官 山本五十六」「わが母の記」

2013 2012年度全国映連賞 男優賞 「わが母の記」「終の信託」

2014 第47回シッチェス・カタロニア国際映画祭　Fantastic, in competition 最優秀男優賞 「渇き。」

2014 第38回山路ふみ子映画賞　※ 「蜩ノ記」

2014 第1回京都国際映画祭　三船敏郎賞 全映画対象

2015 第38回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「蜩ノ記」

2016 第39回日本アカデミー賞　優秀主演男優賞 「日本のいちばん長い日」

2017 第17回日本映画祭「ニッポン・コネクション」(独) ニッポン名誉賞 全映画対象

2017 第42回報知映画賞　助演男優賞 「関ヶ原」「三度目の殺人」

2017 第28回シンガポール国際映画祭　シネマ・レジェンド賞 全映画対象

2017 第30回日刊スポーツ映画大賞 助演男優賞 「関ヶ原」「三度目の殺人」

2018 第72回毎日映画コンクール 男優助演賞 「三度目の殺人」

2018 第41回日本アカデミー賞　優秀助演男優賞 「関ヶ原」

2018 第41回日本アカデミー賞　最優秀助演男優賞 「三度目の殺人」

2018 2017年度全国映連賞 男優賞 「関ヶ原」「三度目の殺人」

2018 第43回報知映画賞　主演男優賞 「孤狼の血」

2019 第40回ヨコハマ映画祭　主演男優賞 「孤狼の血」

2019 第41回日本アカデミー賞　最優秀主演男優賞 「孤狼の血」

2019 おおさかシネマフェスティバル2019　主演男優賞 「孤狼の血」

2019 第13回アジア・フィルム・アワード　Excellence in Asian Cinema Award 全映画対象

2019 第13回アジア・フィルム・アワード　主演男優賞 「孤狼の血」

【その他】

2012 紫綬褒章
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