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在外外国人

旭大
日本･アメリカ合衆国間
の防衛分野における関
係強化に寄与

元　国防長官
現　ｳｨﾘｱﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ﾒｱﾘｰ大学
　　 総長

ロバート・M・ゲーツ
　 　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert M．Gates
　　　　　　　　　　　　　　 （７４歳）

アメリカ合衆国

バージニア州
ウィリアムバーグ市

旭大
日本･アメリカ合衆国間
の安全保障分野におけ
る関係強化に寄与

元　国家安全保障担当
　　 大統領補佐官

スティーブン・Ｊ・ハドレー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Stephen J. Hadley
　　　　　　　 　　　　　　 （７０歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

旭大
日本･アメリカ合衆国間
のエネルギー分野にお
ける関係強化に寄与

元　エネルギー長官
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工科大学名誉教授
兼学長特別ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

アーネスト・Ｊ・モニーツ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ernest J. Moniz
　　　　　　　 　　　 　　　（７２歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ブルックライン町

旭大
日本･アメリカ合衆国間
の関係強化及び友好親
善に寄与

元　国務長官
元　国家安全保障担当
 　　大統領補佐官

コンドリーザ・ライス
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Condoleezza Rice
　　　　　　　 　　　　　　 （６２歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
スタンフォード市

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭大
日本･イラン間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　外務大臣
元　駐日ｲﾗﾝ大使
元　ｲﾗﾝ・日本友好議連
　　会長

マヌーチェフル・モッタキ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Manoucherhr Mottaki
　　　　　　　　　　　　　　（６４歳）

イラン

テヘラン州
テヘラン市

旭大
日本･英国間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　外務・英連邦大臣
現　上院議員

ウィリアム・ヘーグ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
William Hague
　　　　　　　　　　　　　　（５６歳）

英国

ロンドン市

旭大
日本･オーストラリア間の
関係強化及び友好親善
に寄与

元　外務大臣
元　連邦議会議員

アンドリュー・ピーコック
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Andrew Peacock
　　　　　　　　 　　　　 　（７８歳）

オーストラリア

アメリカ合衆国
テキサス州

オースティン市

旭大
日本･カンボジア間の関
係強化及び友好親善に
寄与

元　副首相兼
　　経済財政大臣
元  ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ開発評議会
　　副議長

キアット・チョン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Keat Chhon
　　　　　　　　　　 　　　 （８３歳）

カンボジア

プノンペン都
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭大

日本と国際連合開発計
画（UNDP）との関係強化
並びに日本･ニュージー
ランド間の関係強化及び
友好親善に寄与

元　首相
元　国際連合開発計画
　　（UNDP）総裁
 　 （兼国連事務次長、
      兼国連開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　　　議長）

ヘレン・クラーク
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Helen Clark
　　　　　　　　　 　　　　 （６７歳）

ニュージーランド

オークランド市

旭大
日本･フランス間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　首相
元　外務・国際開発大臣
元　ナント市長
元　国民議会議員

ジャン＝マルク・エロー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jean-Marc Ayrault
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

フランス

ナント市

旭大
日本･マレーシア間の外
交・経済関係の発展に
寄与

元　外務大臣
元　貿易産業大臣
元　国防大臣

トゥンク・アハマド・リタウディン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tengku Ahmad Rithauddeen
　　　　　　　　　　　　　　（８８歳）

マレーシア

直轄区
クアラルンプール市

旭大
日本･ラトビア間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　副首相兼国防大臣
元　外務大臣
元　国防大臣
元　ﾗﾄﾋﾞｱ国会対日友好
　　議連会長
現　欧州議員

アルティス・パブリクス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Artis Pabriks
　　　　　　　　　　　　　　（５１歳）

ラトビア

リガ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭大
日本･台湾間の交流促
進及び友好親善に寄与

日本奨学金留学生聯誼会
名誉理事長
元　萬国法律事務所所長
元　交流協会台北事務所
　　顧問弁護士
元　亜東関係協会理事

ライ・コウビン
賴 浩敏
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rai Haumin
　　　　　　　　　　　　　　（７８歳）

―――――――

台湾
台北市

旭重
我が国の先物市場発展
と対日理解促進に寄与

金融先物創始者及びCME
ｸﾞﾙｰﾌﾟ名誉会長
現　CMEｸﾞﾙｰﾌﾟ戦略運営
　　委員会議長
元　米国ﾎﾛｺｰｽﾄ記念博物館
　　理事
現　米国ﾎﾛｺｰｽﾄ記念博物館
　　「良心の委員会」
　　設立者兼委員

レオ・メラメド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Leo Melamed
　　　　　　　　　　　　　　（８５歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
シカゴ市

旭重
我が国の科学技術研究
教育分野の発展に寄与

沖縄科学技術大学院大学
名誉学長
元　沖縄科学技術
　　大学院大学学園
　　理事長兼学長
元　沖縄科学技術
　　大学院大学設立委員

ジョナサン・ドーファン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jonathan Dorfan
　　　　　　　 　　　　 　  （７０歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州

旭重
日本･アラブ首長国連邦
間の友好親善及び相互
理解促進に寄与

元　駐日ｱﾗﾌﾞ首長国連邦
　　大使

サイード・アリ・ユースフ・
　　　　　　　　　　　アル・ノワイス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Saeed Ali Yousef Al Nowais
　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

アラブ首長国連邦

オランダ
ハーグ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
イスラエルにおける日本
研究の発展及び対日理
解促進に寄与

ｲｽﾗｴﾙ日本学会名誉会長
ｴﾙｻﾚﾑ･ﾍﾌﾞﾗｲ大学名誉教授
元　ｲｽﾗｴﾙ日本親善協会
　　会長
元　ｴﾙｻﾚﾑ･ﾍﾌﾞﾗｲ大学
　　人文学部東ｱｼﾞｱ学科長

（旭四）

エフド・ハラリ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ehud Harari
　　　　　　　　　　　　　　（８２歳）

イスラエル

テルアビブ市

旭重
日本･インドネシア間の
学術交流及び相互理解
促進に寄与

元　ｼｬﾘﾌ･ﾋﾀﾞﾔﾄｩﾗ国立
　　ｲｽﾗﾑ大学学長
元　ｼｬﾘﾌ･ﾋﾀﾞﾔﾄｩﾗ国立
　　ｲｽﾗﾑ大学院長
元　副大統領補佐官
　　（社会福祉担当）

アジュマルディ・アズラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Azyumardi Azra
　　　　　　　　　　　　　　（６２歳）

インドネシア

バンテン州
南タンゲラン県

旭重
日本･ウクライナ間の友
好親善及び相互理解促
進に寄与

元　駐日ｳｸﾗｲﾅ大使

ミハイロ・ダシケーヴィチ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mykhailo Dashkevych
　　　　　　　　　　　　　　（７７歳）

ウクライナ

キエフ市

旭重
日本･ウガンダ間の友好
親善及び相互理解促進
に寄与

元　駐日ｳｶﾞﾝﾀﾞ大使
元　副大統領府付
　　国務大臣
元　内務担当国務大臣

ジェームズ・ボリバ・ババ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
James Boliba Baba
　　　　　　 　　　　　　　 （７２歳）

ウガンダ

カンパラ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本･エチオピア間の議
員交流及び友好親善に
寄与

元　ｴﾁｵﾋﾟｱ･日本友好
　　議員連盟会長
元　与党院内幹事

ロマン・ゲブラセラシエ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Roman Gebreselassie
　　　　　　　　　　　　　　（６１歳）

エチオピア

アディスアベバ市

旭重
日本･オマーン間の経済
関係強化及び友好親善
に寄与

現　投資促進･輸出振興庁
　　長官
元　投資促進･輸出振興
　　ｾﾝﾀｰ総裁
元　ｵﾏｰﾝ国際協力機構
　　（JICA）同窓会会長

サーリム・ビン・ナーセル・
　　　　　　　アル・イスマイーリー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Salim bin Nasser
　　　　　　　Al Ismaili
　　　　　　　　　　　　　　（５９歳）

オマーン

マスカット行政区
マスカット市

旭重
日本･ガボン間の友好親
善及び相互理解促進に
寄与

元　駐日ｶﾞﾎﾞﾝ大使
元　駐日外交団団長

（銀三）

ジャン・クリスチャン・オバム
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jean-Christian Obame
　　　　　　　　　　　　　　（６４歳）

ガボン

エスチュエール州
リーブルビル市

旭重
日本･カンボジア間の学
術交流及び相互理解の
促進に寄与

元　駐日ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ大使
元　外務国際協力省長官
現　ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ協力平和
　　研究所専務理事

プー・ソティレアッ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Pou Sothirak
　　　　　　　 　　　　　　 （６０歳）

カンボジア

プノンペン都
センソック区
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本･シンガポール間の
友好親善及び相互理解
促進に寄与

元　駐日ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大使
元　外務省次官
現　東南ｱｼﾞｱ研究所
　　（ISEAS）所長

タン・チン・チョン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tan Chin Tiong
　　　　　　　　　　　　　　（７３歳）

シンガポール

シンガポール

旭重

日本･スロバキア間の議
員交流及び武道を通じ
た相互理解の促進に寄
与

　
現　ｽﾛﾊﾞｷｱ国会
    外務委員長
現　ｽﾛﾊﾞｷｱ･日本友好
　　議員連盟会長

フランティシェク・シェベイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
František Šebej
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

スロバキア

ブラチスラバ市

旭重

日本･中華人民共和国
間の国交正常化並びに
友好親善及び相互理解
の促進に寄与

現　中国日本友好協会
　　理事
元　中国人民対外
　　友好協会副会長

オウ・コウケン
王 效賢
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Wang Xiaoxian
　　　　　　　　　　　　　　（８７歳）

中華人民共和国

北京市

旭重
日本･ドイツ間の議員交
流及び友好親善に寄与

元　第17会期連邦議会
　　独日友好議連会長
現　連邦議会議員

ロルフ・ミュッツェニヒ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rolf Muetzenich
　　　　　　　　　　　　　　（５８歳）

ドイツ

ベルリン州
ベルリン市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重

日本･パナマ間の貿易・
海上交通における関係
強化及び友好親善に寄
与

現　ﾊﾟﾅﾏ運河庁長官
元　ﾊﾟﾅﾏ運河拡張計画
　　統括責任者

ホルヘ・ルイス・キハーノ・
　　　　　　　　　　　　　アランゴ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jorge Luis Quijano Arango
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

パナマ

パナマ県
パナマ市

旭重
日本･パプアニューギニ
ア間の友好親善及び相
互理解促進に寄与

元　駐日ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ
　　大使
元　外務省次官

マイケル・マウエ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Michael Maue
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

パプアニューギニア

首都特別区
ポートモレスビー市

旭重
フィリピン国内における
日本企業支援に寄与

現　ﾒﾄﾛﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長
　　（創業者）
GTｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
名誉会長
現　ﾄﾖﾀ自動車ﾌｨﾘﾋﾟﾝ会長
現　ﾒﾄﾛﾊﾞﾝｸ財団会長

ジョージ・Ｓ・Ｋ・ティ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
George S.K. Ty
　　　　　　　　　　　　　　（８５歳）

フィリピン

マニラ首都圏
マカティ市

旭重
日本･フランス間の防衛
関係の強化に寄与

現　大統領特別参謀長
　　（海軍大将）
元　海軍参謀長

ベルナール・ロジェル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Bernard Rogel
　　　　　　　　　　　 　　 （６１歳）

フランス

パリ市

－8－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本･ベトナム間の友好
親善及び相互理解促進
に寄与

元　駐日ﾍﾞﾄﾅﾑ大使
元　外務次官
現　越日友好協会副会長

グエン・フー・ビン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Nguyen Phu Binh
　　　　　　　　　　　　　　（６９歳）

ベトナム

ハノイ市

旭重
日本･マレーシア間の経
済関係強化に寄与

元　ﾏﾚｰｼｱ中央銀行総裁
現　ｲｽﾗﾑ金融教育
　　国際ｾﾝﾀｰ学長
現  ｱｼﾞｱ･ｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ
　　理事会共同議長

ゼティ・アクタル・アジズ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Zeti Akhtar Aziz
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

マレーシア

直轄区
クアラルンプール市

旭重
日本･モンゴル間の友好
親善及び相互理解促進
に寄与

元　駐日ﾓﾝｺﾞﾙ大使
元　外務省アジア局長

ソドブジャムツ・フレルバータル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sodovjamts Khurelbaatar
　　　　　　　　　　　　　　（６６歳）

モンゴル

ウランバートル市

旭重
日本･ルクセンブルク間
の関係強化及び友好親
善に寄与

元　教育・職業訓練大臣、
　　文化大臣兼宗務大臣
元　文化・高等教育・
　　研究大臣兼
　　公共事業大臣
元　ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ･ｶﾙﾁｭﾗﾙ
　　「ｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ95」
　　副会長

エルナ・ヘニコ・ショップグス
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Erna Hennicot-Schoepges
　　　　　　　　　　　　　　（７６歳）

ルクセンブルク

ベレルダンジュ市

－9－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本･欧州間の交流及
び対日理解促進に寄与

現　欧州議会副議長
現　欧州議会議員
元　欧州議会外務委員会
　　副委員長
元　ﾙｰﾏﾆｱ国防大臣

イオアン・ミルチェア・パシュク
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ioan Mircea Paşcu
　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

ルーマニア

ブカレスト市

旭中

我が国の宇宙科学の発
展及び日本・アメリカ合
衆国間の宇宙分野の関
係強化に寄与

元　宇宙飛行士
元　ﾓﾝﾀﾅ州立大学教授

ローレン・ウィルバー・アクトン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Loren Wilber Acton
　　　　　　　　　　　　　　（８１歳）

アメリカ合衆国

モンタナ州
ボーズマン市

旭中
我が国の医療分野の発
展に寄与

現　ﾊﾜｲ大学医学部
　　副医学部長
現　ﾊﾜｲ大学医学部教授

サトル・イズツ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Satoru Izutsu
　　　　　　　　　　　　　　（８９歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭中

アメリカ合衆国における
日本の経済政策研究の
発展及び対日理解促進
に寄与

現　ｼｶｺﾞ大学
　　ﾌﾞｰｽ経営大学院教授
現　全米経済研究所
　　ﾘｻｰﾁ･ｱｿｼｴｰﾄ

アニル・Ｋ・カシャップ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Anil K. Kashyap
　　　　　　　　　　　　　　（５７歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
シカゴ市

－10－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･アメリカ合衆国間
の法曹の交流及び対日
理解の促進に寄与

現　ﾆｭｰﾖｰｸ大学ﾛｰｽｸｰﾙ
　　教授
現　ﾆｭｰﾖｰｸ大学米ｱｼﾞｱ
　　法律研究所所長

ジェローム・アラン・コーエン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jerome Alan Cohen
　　　　　　　　　　　　　　（８７歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
ニューヨーク市

旭中

日本･アメリカ合衆国間
の健康・医療分野にお
ける研究交流促進に寄
与

現　米国立衛生研究所
　　（NIH）副所長

マイケル・M・ゴッテスマン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Michael M. Gottesman
　　　　　　　　　　　　　　（７１歳）

アメリカ合衆国

メリーランド州
モンゴメリー郡

旭中
日本･アメリカ合衆国間
の防衛関係の強化に寄
与

元　在日ｱﾒﾘｶ合衆国軍
　　司令部情報部長
元　海軍大佐

ジェリー・L・ジェイコブソン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jerry L. Jacobson
　　　　　　　　　　　　　　（５６歳）

アメリカ合衆国

バージニア州
シャーロッツビル市

旭中
アメリカ合衆国における
日本研究の発展及び日
本文化普及に寄与

現　ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
　　ﾗｲｼｬﾜｰ記念社会文化
　　人類学教授
現　ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
　　ﾗｲｼｬﾜｰ日本研究所所長
元　ｱｼﾞｱ研究協会会長
元　ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
　　文化人類学部長

テオドル・C・ベスター
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Theodore C. Bestor
　　　　　　　　　　　　　　（６６歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ケンブリッジ市

－11－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
アメリカ合衆国における
日系人の地位向上に寄
与

現　ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州立大学
　　ﾎﾞｽﾄﾝ校政治学科教授
現　ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州立大学
　　ﾎﾞｽﾄﾝ校
　　ｱｼﾞｱ系米国人研究所
　　所長

ポール・Y・ワタナベ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Paul Y. Watanabe
　　　　　　　　　　　　　　（６６歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
南ウェイモス市

旭中
日本の経済･財政政策
の分析及び人材育成の
推進に寄与

現　ｼｶｺﾞ大学ﾊﾘｽ公共政策
　　大学院教授

ラージ・クマール・サー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Raaj Kumar Sah
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
シカゴ市

旭中
インドネシアにおける日
本語教育・日本研究の
発展に寄与

元 ﾀﾞﾙﾏ･ﾌﾟﾙｻﾀﾞ大学学長

オロアン・パルドムアン・
　　　　　　　　　　　シアハアン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Oloan Pardomuan Siahaan
　　　　　　　　　　　　　　（７６歳）

インドネシア

ジャカルタ首都特別州
南ジャカルタ市

旭中
英国における日本研究
の発展及び対日理解促
進に寄与

元　ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学
　　東ｱｼﾞｱ研究科長
元　ﾖｰﾛｯﾊﾟ日本研究協会
　　会長
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学日本研究
名誉教授

ピーター・フランシス・
　　　　　　　　　　　　コーニツキー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Peter Francis Kornicki
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

英国

ロンドン市

－12－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･オーストラリア間の
友好親善及び相互理解
促進に寄与

元　全国豪日協会連盟会長
元　ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州豪日
　　協会会長

ロス・ハンフリーズ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ross Humphreys
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

オーストラリア

クイーンズランド州
グランジェ市

旭中
オランダにおける日本研
究の発展及び対日理解
促進に寄与

ｴﾗｽﾑｽ大学名誉教授
ﾄｩｳｪﾝﾃ大学名誉教授

ヨハネス・アドリアヌス・スタム
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Johannes Adrianus Stam
　　　　　　　　　　　　　　（７３歳）

オランダ

南ホラント州
ハウダ市

旭中
日本･ガーナ間の学術交
流促進に寄与

現　ｶﾞｰﾅ大学副総長
　　兼学長

エベネザ・オドゥロ・オウス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ebenezer Oduro Owusu
　　　　　　　　　　　　　　（５６歳）

ガーナ

アクラ市

旭中
日本･コロンビア間の経
済関係強化に寄与

元　銀行保険監督庁長官
現　三菱東京UFJ銀行
　　ﾆｭｰﾖｰｸ支店ﾎﾞｺﾞﾀ出張所
　　顧問弁護士
現　日本･ｺﾛﾝﾋﾞｱ商工
　　会議所幹事

クリスティアン・モスケラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Cristian Mosquera
　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

コロンビア

ボゴタ市

－13－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･スイス間の文化交
流及び相互理解促進に
寄与

現　ｽｲｽ日本協会会長

ヘリベルト・ニコラウス・ハーグ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Heribert Nikolaus Haag
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

スイス

チューリッヒ州
ウリコン市

旭中
日本･スウェーデン間の
議員交流及び友好親善
に寄与

現　瑞日国会議員連盟会長
現　国会議員

レーナ・アスプルンド
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Lena Asplund
　　　　　　　　　　　　　　（６１歳）

スウェーデン

ヴェストテルノル
ランド県

ソレフテオ市

旭中
日本･スリランカ間の経
済関係強化に寄与

元　ｽﾘﾗﾝｶ･日本経済
　　委員会委員長

ダース・ウィジェーラトナ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Das Wijeratne
　　　　　　　　　　　　　　（８０歳）

スリランカ

西部州
コロンボ市

旭中
スリランカにおける日本
文化普及及び対日理解
促進に寄与

元　ｽﾘﾗﾝｶ･日本友好協会
　　会長

フレデリック・メーディス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Frederick Medis
　　　　　　　　　　　　　　（９０歳）

スリランカ

ヌゲーゴダ市

－14－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･大韓民国間の経
済関係強化に寄与

元　韓日産業技術協力
　　財団専務理事
元　韓日経済協会
　　常勤副会長
韓国外国語大学
国際通商学科名誉教授

イ・ジョンユン
李　鐘允
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rhee Chong Yun
　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

大韓民国

ソウル市

旭中
チリにおける日本文化普
及及び日本語教育の発
展に寄与

現　国立ﾗ･ｾﾚﾅ大学学長
元　国立ﾗ･ｾﾚﾅ大学
　　工学部長

ニバルド・ベルナルド・
　　　　　　　　　アビレス・ピサロ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Nibaldo Bernardo
　　　　　　　　　Avilés Pizarro
　　　　　　　　　　　　　　（６３歳）

チリ

コキンボ州
ラ・セレナ市

旭中
デンマーク国内外にお
ける日本食文化の研究・
紹介・普及に寄与

現　南ﾃﾞﾝﾏｰｸ大学教授
現　平成28年農林水産省
　　任命「日本食普及の
　　親善大使」

オーレ・G・モウリットセン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ole G. Mouritsen
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

デンマーク

南デンマーク地域
オーデンセ市

旭中
日本･ドイツ間の友好親
善及び経済関係強化に
寄与

元　ﾄﾞｲﾂ連邦労働･
　　社会省事務次官
元　ﾉﾙﾄﾗｲﾝｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ州
　　経済･ｴﾈﾙｷﾞｰ･産業･
　　中小企業･手工業省
　　次官

ギュンター・ホルツェツキー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Günther Horzetzky
　　　　　　　　　　　　　　（６６歳）

ドイツ

ノルトライン
ヴェストファーレン州

ケルン市

－15－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･トルコ間の友好親
善及び相互理解促進に
寄与

ﾃｸﾌｪﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ創業者･
名誉会長
現　ｱﾘ･ﾆﾊｯﾄ･ｷﾞｮｸｲｰﾄ
　　財団会長
元　ﾄﾙｺ産業家･実業家
　　協会理事
元　ﾄﾙｺ海外経済評議会
　　理事

アリ・ニハット・ギョクイート
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ali Nihat Gökyiğit
　　　　　　　　　　　　　　（９２歳）

トルコ

イスタンブール市

旭中
日本･トルコ間の友好親
善及び経済関係強化に
寄与

元　ﾄﾙｺ海外経済評議会
　　日本経済委員会委員長
　　（日土合同経済
　　委員会ﾄﾙｺ側委員長）
元　ﾄﾙｺ産業家実業家協会
　　理事
元　KORDSA･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCEO
元　ｻﾊﾞﾝｼﾞｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
　　産業部門社長

メフメット・ヌレッティン・ペカルン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mehmet Nurettin Pekarun
　　　　　　　　　　　　　　（４８歳）

トルコ/
アメリカ合衆国

オランダ
アムステルダム市

旭中
日本･ニカラグア間の友
好親善及び相互理解促
進に寄与

現　ﾆｶﾗｸﾞｱ日本の友の会
　　会長
元　財務・公債省
　　歳入局長

ロヘル・ギジェルモ・
　　　　　　　　　　アルテアガ・カノ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roger Guillermo
　　　　　　　　　　Arteaga Cano
　　　　　　　　　　　　　　（７１歳）

ニカラグア

マナグア県
マナグア市

旭中
日本･パキスタン間の友
好親善及び交流促進に
寄与

現　在ﾗﾎｰﾙ日本国
　　名誉総領事
現　ｱﾄﾗｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長

アーミル・フセイン・シラジ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Aamir Hussain Shirazi
　　　　　　　　　　　　　　（５４歳）

パキスタン

パンジャブ州
ラホール市

－16－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･フィンランド間の友
好親善及び経済関係強
化に寄与

元　ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ日本商工
　　会議所会頭
元　ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ航空
　　ﾈｯﾄﾜｰｸ戦略･計画
　　担当副社長

ペッテリ・コステルマー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Petteri Kostermaa
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

フィンランド

ヘルシンキ市

旭中

ブラジルにおける日系人
の地位向上及び日本ブ
ラジル間の友好親善に
寄与

元　陸軍工兵･建設局長
　　特別補佐官
元　陸軍工兵･建設副局長
元　陸軍中将
現　陸軍人基金機構
　　事務局長

パウロ・カズノリ・コマツ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Paulo Kazunori Komatsu
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

ブラジル

ブラジリア
連邦直轄区
ブラジリア市

旭中
日本･ポーランド間の友
好親善及び交流促進に
寄与

現　在ｸﾗｸﾌ日本国
　　名誉総領事
現　「京都･ｸﾗｸﾌ基金」
　　理事
現　ｱﾝｼﾞｪｲ･ﾌﾘﾁ･ﾓﾄﾞｼﾞｪﾌｽｷ
　　名称ｸﾗｸﾌ大学建築･
　　芸術学部教授

クシシュトフ・インガルデン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Krzysztof  Ingarden
　　　　　　　　　　　　　　（５９歳）

ポーランド

クラクフ市

旭中
日本･マダガスカル間の
友好親善及び相互理解
促進に寄与

元　ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ滞日経験者
　　同窓会会長
元　ｱﾝﾌﾞﾋﾏﾝｶﾞ･ﾙﾊﾞ市長

アレクシス・デデ・
　　　　　　　ラザフィンジャチラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alexis Dédé Razafindratsira
　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

マダガスカル

アンブヒマンガ・
ルバ市

－17－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･モーリシャス間の
友好親善及び交流促進
に寄与

元　在ﾓｰﾘｼｬｽ日本国
　　名誉総領事
元　ﾓｰﾘｼｬｽ商工会議所
　　会頭

アニル・カリムジ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Anil Currimjee
　　　　　　　　　　　　　　（５５歳）

モーリシャス

ポート・ルイス市

旭中
日本･リトアニア間の議員
交流及び相互理解促進
に寄与

元　ﾘﾄｱﾆｱ日本友好議員
　　連盟会長
元　国会議員

ダングーテ・ミクティエネ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Dangute Mikutiene
　　　　　　　　　　　　　　（５２歳）

リトアニア

トラカイ市

旭中

ロシアにおける日本語普
及並びに日本・ロシア間
の文化交流及び相互理
解促進に寄与

元　極東国立総合大学
　　日本語学部長兼教授
元　極東連邦大学付属
　　地域･国際研究ｽｸｰﾙ
　　日本語学科長兼教授
現　極東連邦大学付属
　　地域･国際研究ｽｸｰﾙ
　　教授

アレクサンドル・シュヌィルコ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Aleksandr Shnyrko
　　　　　　　　　　　　　　（６９歳）

ロシア

沿海地方
ウラジオストク市

旭中
日本・ロシア間の学術交
流及び相互理解促進に
寄与

現　国立Ye.M.ﾌﾟﾘﾏｺﾌ記念
　　世界経済国際関係
　　研究所会長
元　国立Ye.M.ﾌﾟﾘﾏｺﾌ記念
　　世界経済国際関係
　　研究所所長
元　首相補佐官

アレクサンドル・
　アレクサンドロヴィチ・ディンキン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alexander Alexandrovich
　　　　　　　　　　　　　Dynkin
　　　　　　　　　　　　　　（６９歳）

ロシア

モスクワ市

－18－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本･台湾間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　巨大機械工業（株）
　　（ｼﾞｬｲｱﾝﾄ社)董事長
現　（財）自転車新文化
　　基金会董事長
ｼﾞｬｲｱﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ創設者

リュウ・キンヒョウ
劉　金標
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Liu Chinpiao
　　　　　　　　　　　　　　（８３歳）

―――――――

台湾
台中市

旭小
アメリカ合衆国における
日系人の地位向上に寄
与

元　ﾜｼﾝﾄﾝ大学教養学部
　　米国民族研究学科教授
ﾜｼﾝﾄﾝ大学名誉教授

テツデン・カシマ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tetsuden Kashima
　　　　　　　　　　　　　　（７７歳）

アメリカ合衆国

ワシントン州

旭小
我が国の国際連合安全
保障理事会における外
交に寄与

元　国際連合安全保障
　　理事会部
　　安全保障理事会課長
現　国際連合安全保障
　　理事会手続･作業
　　方法ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･執筆者

ロレイン・シーバース
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Loraine Sievers
　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

アメリカ合衆国

コネチカット州

旭小
日本･アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解促進に寄与

現　ｹﾝﾀｯｷｰ日米協会会長

ロバート・ブラウン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert Brown
　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

アメリカ合衆国

ケンタッキー州
ルイビル市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本･アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解促進に寄与

元　ﾎｽﾋﾟﾀﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･
　　ｱﾒﾘｶ（HCA）最高経営
    責任者兼会長
ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ桜祭り諮問委員会
共同名誉議長
元　日米南東部会
　　米国側共同議長

ジャック・O・ボーベンダー・ジュニア
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jack O. Bovender, Jr.
　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

アメリカ合衆国

テネシー州
ナッシュビル市

旭小

日本･アメリカ合衆国間
の経済・科学技術分野
における関係強化及び
相互理解促進に寄与

元　ﾊﾜｲ日本文化ｾﾝﾀｰ
　　理事長
元　太平洋国際ﾊｲﾃｸ研究
　　ｾﾝﾀｰ理事長
現　ｱｲﾗﾝﾄﾞ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･
　　ｶﾝﾊﾟﾆｰ取締役会長

コルバート・マサユキ・マツモト
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Colbert Masayuki Matsumoto
　　　　　　　　　　　　　　（６４歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭小
アルゼンチンにおける日
本研究の発展及び日本
文化普及に寄与

現　国立ﾗﾌﾟﾗﾀ大学
　　法学･社会科学部
　　国際関係研究所
　　ｱｼﾞｱ太平洋地域
　　研究科長
現　在亜日本人会
　　歴史資料館長

マリア・セシリア・オナハ
マリア　セシリア　小那覇
　　　　　　　　　　　　　　（女）
María Cecilia Onaha
　　　　　　　　　　　　　　（５９歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス州
ラプラタ市

旭小
日本･アルゼンチン間の
経済関係強化及び友好
親善に寄与

現　亜日経済委員会
　　事務総長

ホルヘ・エンリケ・レベロ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jorge Enrique Revello
　　　　　　　　　　　　　　（７６歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・アルゼンチン間の
文化交流及び相互理解
促進に寄与

元　国立芸術大学院
　　墨絵教授
元　ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ日亜学院
　　俳句教師
現　ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ州ﾓﾛﾝ市
　　西部日本人会
　　墨絵及び俳句教師

リリア・ミヤカワ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Liria Miyakawa
　　　　　　　　　　　　　　（８４歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス州
ベジャ・ビスタ市

旭小
日本・イタリア間の文化
交流及び相互理解促進
に寄与

小説家・劇作家

ダーチャ・パオラ・マライーニ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Dacia Paola Maraini
　　　　　　　　　　　　　　（８０歳）

イタリア

ローマ市

旭小

ウクライナにおける日本
語教育･日本研究の発
展及び日本・ウクライナ
間の学術交流に寄与

現　国立ｷｴﾌ･ﾓﾋﾗ･ｱｶﾃﾞﾐｰ
　　教授
現　ﾎﾞﾘｽ･ｸﾞﾘﾝﾁｪﾝｺ記念
　　ｷｴﾌ市立大学教授

ヴォロディーミル・レザネンコ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Volodymyr Rezanenko
　　　　　　　　　　　　　　（８０歳）

ウクライナ

キエフ市

旭小
英国における日本庭園
文化の普及・発展に寄
与

現　英国日本庭園協会会長

ロバート・ケッチェル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert Ketchell
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

英国

デヴォン州
ティバートン市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・英国間の文化交
流及び相互理解促進に
寄与

元　ﾛﾝﾄﾞﾝ大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ
　　研究学院（SOAS）
　　音楽学部長
元　SOAS音楽研究ｾﾝﾀｰ長

デイビッド・W・ヒューズ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
David W. Hughes
　　　　　　　　　　　　　　（７１歳）

英国/アメリカ合衆国

英国
ロンドン市

旭小
日本･カザフスタン間の
非核等分野における関
係強化に寄与

現　「ネバダ・セメイ」
　　国際反核運動総裁

オルジャス・スレイメノフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Olzhas Suleimenov
　　　　　　　　　　　　　　（８１歳）

カザフスタン

アルマティ市

旭小
日本・タイ間の学術・文
化交流及び友好親善に
寄与

前　ﾀｲ王国元日本留学生
　　協会北部支部会長
現　ﾒｰﾌｧｰﾙｱﾝ大学医学部
　　学部長補佐(助教)

チューチープ・プラプットピタヤー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Chucheep Praputpittaya
　　　　　　　　　　　　　　（６６歳）

タイ

チェンマイ県
メーリム郡

旭小
日本･大韓民国間の友
好親善及び相互理解促
進に寄与

元　釜山韓日文化交流
　　協会理事長
現　茶道裏千家淡交会
　　釜山協会会長

パク・ミョンフム
朴　明欽
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Park Myeong Heum
　　　　　　　　　　　　　　（６４歳）

大韓民国

釜山広域市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
美術を通じた日本・チェ
コ間の文化交流及び相
互理解促進に寄与

元　ﾁｪｺ日本友好協会会長
現　ｷﾞｬﾗﾘｰ･ｸﾘﾃｨｸ主宰

ヴラスタ・チハーコヴァー・ノシロ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Vlasta Cihakova Noshiro
　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

チェコ

プラハ市

旭小
ドイツにおける日本文化
の紹介及び対日理解促
進に寄与

現　（有）ｲｳﾃﾞｨﾂｨｳﾑ出版
　　顧問
元　（有）ｲｳﾃﾞｨﾂｨｳﾑ出版
　　会長

ペーター・カピッツァ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Peter Kapitza
　　　　　　　　　　　　　　（７５歳）

ドイツ

バイエルン州
ミュンヘン市

旭小

日本･トリニダード・トバゴ
間の経済関係強化及び
日本企業進出促進に寄
与

現　ﾏｯｼｰHD社代表取締役
    社長･CEO

エリオット・ジャーヴェ・ワーナー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Elliot Gervase Warner
　　　　　　　　　　　　　　（５２歳）

トリニダード・トバゴ

ディエゴ・マーティン

旭小
日本・パキスタン間の文
化交流及び相互理解促
進に寄与

現　ｶﾞﾝﾀﾞｰﾗ大学学長
現　ﾊﾟｷｽﾀﾝ日本文化協会
　　ﾊｲﾊﾞﾙ･ﾊﾟﾌﾄｩﾝﾊｰ州
　　支部会長

ロイーダ・カビール
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Roeeda Kabir
　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

パキスタン

ハイバル・
パフトゥンハー州

ペシャワル市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小

フィリピンにおける日本
語教育の発展及び日
本・フィリピン間の交流促
進に寄与

現　日本語ｾﾝﾀｰ財団会長
現　元日本留学者及び
　　滞在者の会会長
元　ﾌｨﾘﾋﾟﾝ元日本留学生
　　連盟会長

フィリップ・B・サンヴィクトレス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Philip B. Sanvictores
　　　　　　　　　　　　　　（５９歳）

フィリピン

ケソン市

旭小
日本･フランス間の友好
親善及び現地日系人の
連帯強化に寄与

現　ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ･日本親善
　　協会会長

ローズ＝マリー・タケ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Rose-Mary Take
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

フランス

ニューカレドニア
ヌメア市

旭小
フランスにおける日本文
化普及及び対日理解促
進に寄与

現 木曽の家協会会長
元 国立科学研究ｾﾝﾀｰ
   （CNRS）主任研究員
元 人間科学財団
   日本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ部長

ジャーヌ・コビ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Jane Cobbi
　　　　　　　　　　　　　　（７４歳）

フランス

パリ市

旭小
日本･ベルギー間の経済
関係強化に寄与

現　日白協会兼商工会議所
　　副会長兼理事
元　日白協会兼商工会議所
　　法務税務委員会委員長

タンギー・ヴァン・
　　　　オーヴェルストラーテン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tanguy Van Overstraeten
　　　　　　　　　　　　　　（５３歳）

ベルギー

ラーヌ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・マレーシア間の文
化交流及び相互理解促
進に寄与

現　ﾏﾚｰｼｱ元留日学生協会
　　（JAGAM）南部支部会長
元　ﾏﾚｰｼｱ元留日学生協会
　　（JAGAM）会長
元　ｱｽｼﾞｬ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ議長
元　ｼﾞｮﾎｰﾙ･ｽﾙﾀﾝ王室
　　担当医師
現　ｼﾞｮﾎｰﾙ日本人学校
　　学校医

クァン・ リン・シャウ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kuang Ling Siow
　　　　　　　　　　　　　　（７４歳）

マレーシア

ジョホール州
ジョホールバル市

旭小

モンゴルにおける日本式
教育普及及び日本・モン
ゴル間の相互理解促進
に寄与

現　新ﾓﾝｺﾞﾙ学園理事長

ジャンチブ・ガルバドラフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
 Janchiv Galbadrakh
　　　　　　　　　　　　　　（５４歳）

モンゴル

ウランバートル市

旭小
ロシアにおける日本文化
普及及び日本語教育の
発展に寄与

元　露日協会ｴｶﾃﾘﾝﾌﾞﾙｸ
　　支部長
元　情報文化ｾﾝﾀｰ「日本」
　　所長

マリーナ・ルドリフォヴナ・
　　　　　　　　　　　　ゴロミドヴァ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Marina Rdolfovna
　　　　　　　　Goromidova
　　　　　　　　　　　　　　（５６歳）

ロシア

スヴェルドロフスク州
エカテリンブルク市

旭小
ロシアにおける日本研究
及び茶道の発展に寄与

現　ﾓｽｸﾜ国立大学
　　ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ諸国大学
　　日本文学民俗学科
　　准教授
現　裏千家淡交会ﾓｽｸﾜ
　　協会会長

ヴィクトル・ペトローヴィチ・
　　　　　　　　　　　　　　マズリク
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Viktor Petrovich Mazurik
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

ロシア

モスクワ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本･台湾間の友好親
善及び相互理解促進に
寄与

現　台湾高座台日交流
　　協会副理事長
元　台日文化経済協会
　　理事

カ・シュンジュ
何　春樹
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ka Shun Ju
　　　　　　　　　　　　　　（８８歳）

―――――――

台湾
台中市

旭双

アメリカ合衆国における
日本美術の紹介・普及
及び対日理解促進に寄
与

元　ﾆｭｰｵ-ﾘﾝｽﾞ美術館
　　東洋美術学芸員
現　ﾊﾞｰﾐﾝｸﾞﾊﾑ美術館
    上級学芸員

 

ドナルド・アラン・ウッド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Donald Alan Wood
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

アメリカ合衆国

アラバマ州
バーミングハム市

旭双
日本･アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解促進に寄与

現　ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ大阪姉妹
　　都市協会共同会長

アレン・オカモト
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Allen Okamoto
　　　　　　　　　　　　　　（７４歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
サンフランシスコ市

旭双

アメリカ合衆国における
日系人の地位向上及び
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善に寄与

元　南加日系商工会議所
　　会頭

キティ・サンキ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Kitty Sankey
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
ロサンゼルス市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び日系人
の福祉向上に寄与

現　北ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ桜祭り
　　「桜の女王」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　　委員長
元　北ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ桜祭り
　　実行委員会委員長

ベン・コレヨシ・ナカジョウ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Benh Koreyoshi Nakajo
　　　　　　　　　　　　　　（７５歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
サンフランシスコ市

旭双
アメリカ合衆国における
生け花を通じた日本文
化の普及・発展に寄与

現　いけばなｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
　　ﾆｭｰﾖｰｸ支部顧問
元　いけばなｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
　　ﾆｭｰﾖｰｸ支部会長

ジュディス・セツコ・ハタ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Judith Setsuko Hata
　　　　　　　　　　　　　　（９２歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
パリセーズ市

旭双
アメリカ合衆国における
日系人の地位向上に寄
与

元　ｱｼﾞｱ大洋州米国人
　　法律協会ｺﾛﾗﾄﾞ支部長
元　全米日系人博物館
　　理事
元　ﾃﾞﾝﾊﾞｰ市･郡裁判所
　　判事

ケリー・スティーブン・ハダ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kerry Steven Hada
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

アメリカ合衆国

コロラド州
デンバー市

旭双
日本･アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解促進に寄与

元　立川･ｻﾝﾊﾞｰﾅﾃﾞｨﾉ姉妹
　　市委員会委員長
元　ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ横浜姉妹
　　都市協会会長
現　ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ日本友好庭園
　　協会第一副会長

テルマ・プレス
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Thelma Press
　　　　　　　　　　　　　　（９０歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
サンディエゴ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双

我が国のスポーツ界の
発展及び日本･アメリカ
合衆国間の友好親善に
寄与

元　プロレスラー

リチャード・ジョン・ベイヤー
Richard John Beyer
　　（通称）
　　ザ・デストロイヤー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
　　　　　　　　　　　　　　（８７歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
アクロン村

旭双
アメリカ合衆国における
日系人の地位向上及び
対日理解促進に寄与

元　ｼｶｺﾞ日米評議会会長
現　ｼｶｺﾞ日系人歴史協会
　　会長
現　平和ﾃﾗｽ役員

ジーン・Ｍ・ミシマ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Jean M. Mishima
　　　　　　　　　　　　　　（８１歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
グレンビュー

旭双
日本･アメリカ合衆国間
の人物交流及び相互理
解促進に寄与

現　ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学
　　国際異文化教育
　　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ所長

ゲイリー・ムカイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Gary Mukai
　　　　　　　　　　　　　　（６２歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
サンノゼ市

旭双
アメリカ合衆国における
日本庭園文化の普及・
発展に寄与

元　森上博物館･日本庭園
　　理事長

ドナルド・タケシ・ヨシノ
ドナルド 猛 芳野
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Donald Takeshi Yoshino
　　　　　　　　　　　　　　（７４歳）

アメリカ合衆国

フロリダ州
ボカラトン市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
日本･アルジェリア間のス
ポーツ交流促進に寄与

元　ｱﾌﾘｶ体操連盟会長
現　ｱﾙｼﾞｪﾘｱ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
　　博物館館長

モハメド・ヤマニ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mohamed Yamani
　　　　　　　　　　　　　　（７９歳）

アルジェリア

アルジェ県
アルジェ市

旭双
日本･アルゼンチン間の
友好親善及び相互理解
促進に寄与

元　在亜日系団体
　　連合会会長
元　在亜日本人会会長

フリア・ナカマ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Julia Nakama
　　　　　　　　　　　　　　（７４歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス州
サン・ミゲール市

旭双
イタリアにおける日本文
化普及及び対日理解促
進に寄与

ふじ日伊文化協会
名誉会長
元　ふじ日伊文化協会
　　会長

ロザリオ・マニセーラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rosario Manisera
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

イタリア

ロンバルディア州
ブレーシャ市

旭双
インドネシアにおける日
本子女教育の実施に寄
与

元　国際ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ連盟委員

ウィディアンティ・クスノ・ウトモ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Widianti Kusno Utomo
　　　　　　　　　　　　　　（９５歳）

インドネシア

首都特別州
中央ジャカルタ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
英国における生け花を
通じた日本文化の普及・
発展に寄与

元　いけばなｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
　　ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ支部長

デボラ・クリスチャン・ハソーン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Deborah Christian Hathorn
　　　　　　　　　　　　　　（６９歳）

英国

エディンバラ市

旭双
エストニアにおける日本
文化普及及び対日理解
促進に寄与

現　NPOオタク理事長

アルトゥル・ヴェーベル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Artur Veeber
　　　　　　　　　　　　　　（５１歳）

エストニア

タリン市

旭双
オーストリアにおける盆
栽の普及・発展に寄与

現　盆栽博物館館長

ギュンター・パウル・クレシュ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Günther Paul Klösch
　　　　　　　　　　　　　　（６０歳）

オーストリア

ケルンテン州
ゼーボーデン・アム・

ミルシュテッター・
ゼー町

旭双
カナダにおける日本語
教育の発展及び対日理
解促進に寄与

現　ｶﾙｶﾞﾘｰ日本語学校
　　理事長

テツオ・ヨシダ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tetsuo Yoshida
　　　　　　　　　　　　　　（８２歳）

カナダ

アルバータ州
カルガリー市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
日本･中華人民共和国
間の交流促進及び経済
関係強化に寄与

元　大連市中日友好
　　学友会会長
大連市中日友好学友会
名誉会長

カク・エイデン
郭　永沺
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Guo Yongtian
　　　　　　　　　　　　　　（９２歳）

中華人民共和国

遼寧省
大連市

旭双
中華人民共和国内にお
ける日本食材の普及に
寄与

現　四洲集団有限公司主席

タイ・タクフォン
戴　德豐
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tai Tak Fung,Stephen
　　　　　　　　　　　　　　（６９歳）

中華人民共和国

香港特別行政区

旭双
日本･デンマーク間の建
築・文化交流促進に寄
与

建築家
伊勢神宮研究家
現　ﾃﾞﾝﾏｰｸ日本協会
　　副会長

スベン・M・バス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Svend M. Hvass
　　　　　　　　　　　　　　（７３歳）

デンマーク

シェラン地域
コペンハーゲン市

旭双
日本･ハンガリー間の音
楽を通じた関係強化及
び友好親善に寄与

現　ｶﾝﾃﾑｽ合唱団代表
　　兼指揮者
現　ﾊﾝｶﾞﾘｰ芸術ｱｶﾃﾞﾐｰ会員

サボー・デーネシュ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Szabó Dénes
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

ハンガリー

ニーレジハーザ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
日本・ブラジル間の友好
親善及び日系人の福祉
向上に寄与

元　ﾛﾝﾄﾞﾘｰﾅ文化体育
　　協会会長
元　ﾊﾟﾗﾅ日伯文化連合会
　　巡回診療部長
　　（国際協力機構（JICA）
　　　受託事業主任）

フランキ・オガタ
尾形　フランキ
　　　　　　　　　　　　　（男）
Frank Ogata
　　　　　　　　　　　　　（８８歳）

ブラジル

パラナ州
ロンドリーナ市

旭双
ブラジルにおける生け花
を通じた日本文化の普
及・発展に寄与

現　ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱ生け花草月
　　会長

ジラ・テレジーニャ・ダ・
　　　　　　　　コスタ・ハイムンド
　　　　　　　　　　　　　（女）
Zilá Teresinha da
　　　　　　　　Costa Raymundo
　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

ブラジル

ブラジリア
連邦直轄区

旭双

フランスにおける書道・
書画・水墨画・俳画の・
紹介・普及及び対日理
解促進に寄与

書家・画家・俳画家

マリー=クロード・ジャンピエール
Maire-Claude Jeanpierre
　　（雅号）
　　マンダ（萬田）（Manda）
　　　　　　　　　　　　　　（女）
　　　　　　　　　　　　　　（７５歳）

フランス

オベルネ市

旭双
日本･フランス間の人的
交流及び相互理解促進
に寄与

現　辻調ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾗﾝｽ校
　　ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ピエール・ベアル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Pierre Beal
　　　　　　　　　　　　　　（５６歳）

フランス

ローヌ県
リヨン市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
ポーランドにおける日本
美術の紹介・普及及び
対日理解促進に寄与

現　ﾜﾙｼｬﾜ国立博物館
　　東洋美術部日本美術
　　上級学芸員

アンナ・カタジーナ・マレシコ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Anna Katarzyna Maleszko
　　　　　　　　　　　　　　（６１歳）

ポーランド

マゾヴィエツキ県
ワルシャワ市

旭双
日本･ロシア間の友好親
善及び相互理解促進に
寄与

現　ﾉｳﾞｫｼﾋﾞﾙｽｸ市立
　　文化ｾﾝﾀｰ
　　「ｼﾍﾞﾘｱ･北海道」
　　所長

アレクサンドル・ヴィクトロヴィチ・
　　　　　　　　　　　　　　スピリドノフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Aleksandr Viktorovich
　　　　　　　　　　　　Spiridonov
　　　　　　　　　　　　　　（６６歳）

ロシア

ノヴォシビルスク州
ノヴォシビルスク市

旭単

ウズベキスタンにおける
日本人抑留者の歴史保
存及び日本人墓地の保
全に寄与

現　ﾀｼｹﾝﾄ市ﾔｯｶｻﾗｲ
    「ﾌｧｼﾞｰﾛﾌ･ｵﾀ」
　　日本人墓地
　　墓守･清掃担当

ミラキル・ファジーロフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mirokil Fazirov
　　　　　　　　　　　　　　（７５歳）

ウズベキスタン

タシケント市

旭単
パナマにおける生け花を
通じた日本文化の普及・
発展に寄与

いけばな草月流師範

アナリア・アランゴ・デ・キハーノ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Analia Arango de Quijano
　　　　　　　　　　　　　　（８４歳）

パナマ

パナマ県
パナマ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭単

ブラジルにおける日系人
の地位向上及び日本・
ブラジル間の友好親善
に寄与

元　ｺﾞｲｱｽ州ｱﾅﾎﾟﾘｽ日伯
　　文化協会会長
元　ｻﾝﾊﾟｳﾛ州ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾃ･
　　ｴﾋﾟﾀｼｵ文化
　　体育娯楽協会会長

カズオ・タケノブ
武信　和男
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kazuo　Takenobu
　　　　　　　　　　　　　　（９０歳）

ブラジル

ゴイアス州
アナポリス市

旭単
日本･ブラジル間の経済
関係強化及び日系人の
地位向上に寄与

現　ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾔｸﾙﾄ商工（株）
　　顧問
元　ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾔｸﾙﾄ商工（株）
　　営業常務取締役

フェルナンド・ヒサノ
久野　フェルナンド
　　　　　　　　　　　　　（男）
Fernando Hisano
　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭単
日本･ブルガリア間の文
化交流及び相互理解促
進に寄与

現　ｱｰｾﾅﾙ民族舞踊団長
　　兼振付師
現　ｱｰｾﾅﾙ文化会館館長
現　ｶｻﾞﾝﾗｸ対日友好協会
　　理事長

フリスト・ストヤノフ・カラストヤノフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hristo Stoyanov Karastoyanov
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

ブルガリア

スタラザゴラ県
カザンラク市
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在日外国人

旭中
我が国の囲碁界発展及
び日本・台湾間の友好
親善に寄与

囲碁棋士
海峯棋院設立者
現 中華職業圍棋協会
   理事

（紫綬）

リン・カイホウ
林　海峯
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Lin Hai-fong
　　　　　　　　　　　　　　（７５歳）

―――――――

東京都
渋谷区

旭小

日本･アメリカ合衆国間
の安全保障分野におけ
る関係強化及び相互理
解促進に寄与

元　在日ｱﾒﾘｶ合衆国
　　 海軍司令部政策審議
　　 連絡室政務補佐官兼通訳

ジョン・ピーター・ニーマイヤ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Peter Niemeyer
　　　　　　　　　　　　　　（６２歳）

アメリカ合衆国

神奈川県
横須賀市

旭双
英語による大相撲の発
信を通じた日本文化の
紹介・普及に寄与

現　ＮＨＫ大相撲
　　 中継英語解説者
現　衆議院、参議院及び
　　 国立国会図書館に
　　 おける英文校閲担当
元　ﾌｫｰﾘﾝ･ﾌﾟﾚｽ･ｾﾝﾀｰ
　　 英文校正担当

シモンズ・ドリン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Simmons Doreen
　　　　　　　　　　　　　　（８５歳）

英国

東京都
墨田区

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍
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在外外国人

瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｲｽﾗｴﾙ日本国大使館
　　現地職員

アネット・ゴールドシュタイン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Anette　Goldstein
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

イスラエル

ペタハ・ティクヴァ市

瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｴｸｱﾄﾞﾙ日本国大使館
　　現地職員

ルイス・フランシスコ・テラン・
　　　　　　　　　モンテスデオカ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Luis Francisco Teran
　　　　　　　　　Montesdeoca
　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

エクアドル

キト市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｱﾒﾘｶ合衆国日本国
　　 大使館現地職員

フマユン・パラベイス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Humayun　Pervez
　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

アメリカ合衆国/
パキスタン

アメリカ合衆国
バージニア州

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｵﾗﾝﾀﾞ日本国大使館
　　 現地職員

コーネリス・ヨハネス・ノーテン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Cornelis Johannes Nolten
　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

オランダ

北ブラバント州
ティルブルフ市

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在大韓民国日本国大使館
　　 現地職員

イ・ヨングン
李　容根
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Lee Yong-Geun
　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

大韓民国

済州市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在中華人民共和国
　　 日本国大使館現地職員

オウ・セイコウ
王　政校
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Wang Zhengxiao
　　　　　　　　　　　　　　（６０歳）

中華人民共和国

北京市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在上海日本国総領事館
　　 現地職員

セキ・レンサ
戚　蓮鎖
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Qi Liansuo
　　　　　　　　　　　　　　（６３歳）

中華人民共和国

上海市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在上海日本国総領事館
　　 現地職員

ヨウ・バイコウ
葉　培紅
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ye Peihong
　　　　　　　　　　　　　　（６１歳）

中華人民共和国

上海市

－37－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在瀋陽日本国総領事館
　　 現地職員

リ・イコク
李　維国
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Li Weiguo
　　　　　　　　　　　　　　（６３歳）

中華人民共和国

遼寧省
瀋陽市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在上海日本国総領事館
　　 現地職員

リ・コウ
李　虹
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Li Hong
　　　　　　　　　　　　　　（５９歳）

中華人民共和国

上海市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾆｶﾗｸﾞｱ日本国大使館
　　現地職員

フランシスコ・ボスコ・
　　　　　　　フォンセカ・ルゴ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Francisco Bosco
　　　　　　　Fonseca Lugo
　　　　　　　　　　　　　　（７１歳）

ニカラグア

マナグア県
マナグア市
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