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【旭日章】

　



在外外国人

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　国務副長官
元　国際安全保障問題担当
　　 国防次官補

リチャード・リー・アーミテージ
                          　　  （男）
Richard Lee Armitage
　　　　　　　　　            （70歳）

アメリカ合衆国

バージニア州
ヴィエナ市

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　国家安全保障担当
　　 大統領補佐官
現　スコウクロフト・グループ代表

ブレント・スコウクロフト
                          　　  （男）
Brent Scowcroft
　　　　　　　　　            （90歳）

アメリカ合衆国

メリーランド州
ベセスダ市

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　国家安全保障担当
　　 大統領補佐官
元　ホーガン＆ハートソン社
　　 パートナー
　　 （国際グループ代表)

サミュエル・R・バーガー
                          　　  （男）
Samuel R. Berger
                          　　  （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
の関係強化及び友好親
善に寄与

元　国務長官
元　財務長官
元　大統領首席補佐官

ジェイムス・Ａ・ベイカー，三世
                          　　  （男）
James A. Baker, III
                          　　  （85歳）

アメリカ合衆国

テキサス州
ヒューストン市

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
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）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

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　国防長官
元　連邦下院議員
元　米国北大西洋条約機構
　　 (NATO)常駐代表

ドナルド・ラムズフェルド
                          　　  （男）
Donald Rumsfeld
                          　　  （83歳）

アメリカ合衆国

ニューメキシコ州
タオス市

旭大
日本・イタリア間及び日
本・ＥＵ間の関係強化に
寄与

元　首相
元　欧州委員会委員
現　終身上院議員

マリオ・モンティ
                          　　  （男）
Mario Monti
                          　　  （72歳）

イタリア

ラツィオ州
ローマ市

旭大
日本・インド間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　駐日インド大使
現　特定非営利活動法人
　　 日印ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・ﾌｫｰﾗﾑ
　　 理事長
元　慶應義塾大学教授・
　　 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾｷｭﾘﾃｨ研究所
 　　所長
現　国際学校財団副会長・
 　　日本国際インド人学校
　　 理事長

アフターブ・セート
                          　　  （男）
Aftab Seth
                          　　  （72歳）

インド

デリー準州
ニューデリー市

旭大

日本・大韓民国間の政
治・文化等各分野の交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　駐日韓国大使
元　外交通商部長官
現　韓日フォーラム会長

ユ・ミョンファン
柳　明桓
                          　　  （男）
ＹＵ Ｍｙｕｎｇ－Ｈｗａｎ
                          　　  （69歳）

大韓民国

ソウル特別市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭大
日本・ハンガリー間の経
済関係の発展及び相互
理解の促進に寄与

元　外務大臣
元　ﾏﾙﾄﾆ＆ｶﾁｬ・ﾍﾞｰｶｰ＆
　　 ﾏｯｹﾝｼﾞｰ法律事務所所長

マルトニ・ヤーノシュ
                          　　  （男）
Martonyi János
                          　　  （71歳）

ハンガリー

ブダペスト市

旭大

日本・ブラジル間の関係
発展及びブラジルにお
ける日系人社会の地位
向上に寄与

元　空軍司令官
　　 （空軍大将）
元　空軍参謀本部長

ジュンイチ・サイトウ
斎藤　準一
                          　　  （男）
Juniti Saito
                          　　  （73歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭大
日本・欧州間の関係強
化及び相互理解の促進
に寄与

元　首相
元　連邦議会下院議長
元　欧州理事会議長

ヘルマン・ファン・ロンパイ
                          　　  （男）
Herman Van Rompuy
                          　　  （68歳）

ベルギー

サント・ヘネジウス
・ローデ市

旭大
日本・ルクセンブルク間
及び日本・ＥＵ間の関係
強化に寄与

元　首相
元　財務大臣
元　欧州委員会委員長

ジャック・サンテール
                          　　  （男）
Jacques Santer
                          　　  （78歳）

ルクセンブルク

ルクセンブルク市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・インドネシア間の
経済関係強化に寄与

元　インドネシア経営者協会
　　 会長
現　副大統領首席専門補佐官
　　 （経済担当）
元　国民協議会議員

ソフィアン・ワナンディ
                          　　  （男）
Sofjan Wanandi
                          　　  （7４歳）

インドネシア

ジャカルタ特別州
中央ジャカルタ市

旭重
日本・英国間の研究交
流及び科学技術協力の
促進に寄与

元　ケンブリッジ大学
　　 天文学研究所所長
現　王室天文官
元　英国王立協会会長

マーティン・ジョン・リース
                          　　  （男）
Martin John Rees
                          　　  （73歳）

英国

ケンブリッジ

旭重
日本・エチオピア間の経
済関係強化に寄与

現　首相経済顧問
現　エチオピア国立銀行会長
現　エチオピア開発研究所所長

ネワイクリストス・ゲブレアブ
                          　　  （男）
Newayechristos Gebreab
                          　　  （74歳）

エチオピア

アディスアベバ市

旭重
日本・オーストリア間の関
係発展及び交流促進に
寄与

元　将来の課題のための
　　 日・ｵｰｽﾄﾘｱ委員会委員長
元　日・ｵｰｽﾄﾘｱ21世紀委員会
　　 委員長
現　オーストリア国立銀行
　　 副会長

マックス・コートバウアー
                          　　  （男）
Max Kothbauer
                          　　  （65歳）

オーストリア

ウィーン市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・スウェーデン間の
産業・学術交流の促進
に寄与

元　王立工学アカデミー会長
元　瑞日基金会長

ハンス・Ｇ・フォシュベリ
                          　　  （男）
Hans G. Forsberg
                          　　  （85歳）

スウェーデン

ストックホルム県
ストックホルム市

旭重
日本・大韓民国間の人
的・文化的・政治的交流
の促進に寄与

現　韓日親善協会中央会
 　　理事長
元　国会議員
元　韓日議員連盟副幹事長

キム・ジェホ
金　在鎬
                          　　  （男）
KIM Chai-ho
                          　　  （85歳）

大韓民国

京畿道

旭重
日本・ドイツ間の関係強
化及び友好親善に寄与

現　連邦議会ｷﾘｽﾄ教民主同盟/
　　 ｷﾘｽﾄ教社会同盟会派
　　 院内総務
現　連邦議会議員

フォルカー・カウダー
                          　　  （男）
Volker Kauder
                          　　  （66歳）

ドイツ

ベルリン市

旭重
日本・ドイツ間の文化交
流及び相互理解の促進
に寄与

現　ｹﾞｰﾃ・ｲﾝｽﾃｨﾄｩｰﾄ総裁
元　プロイセン文化財団総裁
現　高松宮殿下記念
　　 世界文化賞国際顧問

クラウス・ディーター・レーマン
                          　　  （男）
Klaus-Dieter Lehmann
                          　　  （75歳）

ドイツ

バイエルン州
ミュンヘン市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・トルコ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　駐日トルコ大使
現　土日基金評議委員

ウムト・アルク
                          　　  （男）
Umut Arık
                          　　  （77歳）

トルコ

アンカラ県
アンカラ市

旭重
日本・フィリピン間の経済
関係強化に寄与

元　貿易産業大臣
元　ビジネス環境整備小委員会
　　 議長

ピーター・Ｂ．・ファビラ
                          　　  （男）
Peter B. Favila
                          　　  （67歳）

フィリピン

メトロマニラ
パッシグ市

旭重
日本・ベルギー間の経
済関係の強化及び相互
理解の促進に寄与

元　白日協会兼商工会議所
　　 会長
元　ベルギー経団連会長
現　ユミコア株式会社会長

トーマス・アンドレ・レイセン
                          　　  （男）
Thomas André Leysen
                          　　  （55歳）

ベルギー

アントワープ州
アントワープ市

旭重

日本・ポーランド間の文
化・経済分野における関
係強化及び友好親善に
寄与

元　文化・国家遺産大臣
元　ヴロツワフ市長
現　欧州議会議員

ボグダン・ズドロイェフスキ
                          　　  （男）
Bogdan Zdrojewski
                          　　  （58歳）

ポーランド

ドルノシロンスキエ県
ヴロツワフ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本・台湾間の友好関
係強化及び相互理解の
促進に寄与

元　亜東関係協会会長
元　中山大学日本研究センター
　　 顧問
現　台日産業技術合作促進会
　　 顧問

ホウ・エイジ
彭　榮次
                          　　  （男）
Ｒ．Ｔ．ＰＥＮＧ
                          　　  （81歳）

―――――――

台湾
台北市

旭中

アメリカ合衆国における
日本研究の発展及び日
本・アメリカ合衆国間の
相互理解の促進に寄与

現　ｱﾜｰ・ﾚｲﾃﾞｨ・ｵﾌﾞ・ｻﾞ・ﾚｲｸ
　　 大学歴史学科教授
現　同　 歴史学科長
元　サンアントニオ日米協会
　　 会長

マルギット・マリア・ナジ
                          　　  （女）
Margit Maria Nagy
                          　　  （73歳）

アメリカ合衆国

テキサス州
サンアントニオ市

旭中

日本・アメリカ合衆国間
の警察分野における協
力関係及び相互理解の
促進に寄与

ニューヨーク州立大学
刑事司法大学院特別名誉教授
元　同
　　 刑事司法大学院教授
元　同
　　 刑事司法大学院学院長

デイヴィッド・ヒューム・ベイリー
                          　　  （男）
David Hume Bayley
                          　　  （82歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
フーラブッシュ市

旭中
日本・アメリカ合衆国間
の交流促進及び友好親
善に寄与

現　在フェニックス
 　　日本国名誉総領事
元　フェニックス日米協会会長
現　アリゾナ日本祭り実行
　　 委員会理事

ケリー・モア
                          　　  （男）
Kelly Moeur
                          　　  （64歳）

アメリカ合衆国

アリゾナ州
テンピ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
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
の交流促進及び友好親
善に寄与

現　在フィラデルフィア
　　 日本国名誉総領事
現　ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ日米協会理事

デニス・Ｊ・モリカワ
                          　　  （男）
Dennis J. Morikawa
                          　　  （69歳）

アメリカ合衆国

ペンシルベニア州
スワースモア市

旭中

イランにおける日本芸術
の紹介・普及及び日本・
イラン間の芸術交流の
促進に寄与

元　アル・ザフラー大学
　　 芸術学部教授

パリユーシュ・ギャンジー
                          　　  (女）
Pariyoush Ganji
                          　　  (70歳）

イラン

テヘラン州
テヘラン市

旭中
インドにおける日本研究
の発展及び学術交流の
促進に寄与

元　デリー大学教授
元　デリー大学
　　 中国日本研究学科長

ブリジ・モハン・タンカ
                          　　  （男）
Brij Mohan Tankha
                          　　  (68歳)

インド

デリー準州

旭中
魚類脂質研究による我
が国水産業の振興と国
民健康推進に寄与

現　英国脳栄養化学研究所
　　 所長
現　ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾛﾝﾄﾞﾝ
　　 客員教授

マイケル・A・クロフォード
                          　　  （男）
Michael A. Crawford
                          　　  (85歳)

英国

ｸﾞﾚｰﾀｰ・ﾛﾝﾄﾞﾝ州
ロンドン市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・オランダ間の相互
理解及び文化・経済交
流の促進に寄与

現　ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ・ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ
　　 有限責任会社取締役社長
現　（株）ホテルオークラ
　　 取締役副会長
現　（株）ｵｰｸﾗﾆｯｺｰﾎﾃﾙ
　　 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ代表取締役社長

マルセル・P・R・C・ファン・アルスト
                          　　  （男）

Marcel P. R. C. van Aelst
                          　　  (67歳)

オランダ

ノールトホラント州
ブラリクム市

旭中
コロンビアにおける日本
研究の発展及び日本文
化の普及に寄与

元　ロス・アンデス大学
　　 社会科学学部言語・
　　 社会文化学科教授
元　同
　　 日本文化研究センター所長

ハイメ・バレラ・パーラ
                          　　  （男）
Jaime Barrera Parra
                          　　  （74歳）

コロンビア

ボゴタ市

旭中

日本の防災分野におけ
る国際協力への貢献及
び対日理解の促進に寄
与

元　スウェーデン赤十字社社長
元　国際赤十字・赤新月社連盟
　　 副会長
元　同
　　 防災局長

エヴァ・フォン・エールライシ
                          　　  （女）
Eva von Oelreich
                          　　  （71歳）

スウェーデン

ストックホルム県
ストックホルム市

旭中

スペインにおける日本美
術研究の発展及び日
本・スペイン間の相互理
解の促進に寄与

現　サラゴサ大学哲文学部教授
元　スペイン日本研究学会
　　 事務局長

エレナ・バルレス・バゲナ
                          　　  （女）
Elena Barlés Báguena
                          　　  （53歳）

スペイン

サラゴサ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中

中華人民共和国におけ
る日本語教育の発展及
び相互理解の促進に寄
与

現　私立華聯学院董事長
 　　兼校長
元　華南師範学院外国語系
　　 日本語教育研究室主任

コウ・トクフ
侯　德富
                          　　  （男）
HOU DE-FU
                          　　  （84歳）

中華人民共和国

広東省広州市

旭中

中華人民共和国におけ
る日本語教育の発展及
び日本研究者育成に寄
与

現　復旦大学日本研究センター
　　 理事長
元　同　 　　　世界経済研究所
　　 所長

テイ・レイシ
鄭　励志
                          　　  （男）
Zheng Lizhi
                          　　  （91歳）

中華人民共和国

上海市

旭中

日本・ブラジル間の教
育・学術交流の推進及
び相互理解の促進に寄
与

サンパウロ大学名誉教授
元　同 　　　　　副学長

ヒラノ・セジ
平野　セジ
                          　　  （男）
Sedi Hirano
                          　　  （77歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭中
日本・ブラジル間の経済
関係の強化に寄与

現　日伯戦略的経済パートナー
　　 シップ賢人会議伯側座長
元　ブラジル化学工業連盟会長
現　リオデジャネイロ州工業連
盟
　　 第一副会長

カルロス・マリアーニ・ビテンクール
                          　　  （男）
Carlos Mariani Bittencourt
                          　　  （77歳）

ブラジル

リオデジャネイロ州
リオデジャネイロ市

－10－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
日本・フランス間の学術
交流の促進に寄与

国立東洋言語文化院
日本学部名誉教授
元　同
　　 日本学部長

フランソワ・イヴ・ロベール・マセ
                          　　  （男）
François Yves Robert Macé
                          　　  （68歳）

フランス

ｱﾝｷﾞｬﾝ=ﾚ=ﾊﾞﾝ市

旭中
日本・南アフリカ共和国
間の経済関係の促進に
寄与

元　南アフリカ日産社長
元　同　　　　　　　  会長
元　南アフリカ自動車工業会
　　 会長

ジョン・アーネスト・ニューベリー
                          　　  （男）
John Ernest Newbury
                          　　  （73歳）

南アフリカ共和国

ハウテン州
ヨハネスブルグ市

旭中
メキシコにおける日本研
究の発展及び相互理解
の促進に寄与

現　ミチョアカン大学院大学
　　 教授
元　ミチョアカン・インディヘナ
　　 多文化大学学長（初代）

アグスティン・ハシント・サバラ
                          　　  （男）
Agustín Jacinto Zavala
                          　　  （71歳）

メキシコ

ミチョアカン州
ハコナ市

旭中
日本・ラオス間の経済関
係の強化及び相互理解
の促進に寄与

現　ｻﾜﾝ・ｾﾉｰ経済特区総裁

ブアカム・シースラート
                          　　  （男）
Bouakham Sisoulath
                          　　  （65歳）

ラオス

サワンナケート県
カイソーン・

ポンビハーン郡
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭中
我が国の音楽文化の発
展及び友好親善に寄与

現　チャイコフスキー記念国立
　　 モスクワ音楽院教授
現　同　　　　　　　 ピアノ学科長
現　桐朋学園大学音楽学部
　　 客員教授

ミハイル・S・ヴォスクレセンスキー
                          　　  （男）
Mikhail S．Voskresensky
                          　　  （80歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
我が国の音楽文化の発
展及び友好親善に寄与

現　チャイコフスキー記念国立
　　 モスクワ音楽院教授
元　同　　　　　　　　ピアノ学部長

セルゲイ・L・ドレンスキー
                          　　  （男）
Sergey L. Dorensky
                          　　  （83歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
台湾における日本研究
の発展及び学術交流の
促進に寄与

元　淡江大学専任教授
元　淡江大学日本研究所所長
淡江大学名誉教授
元　台湾日本語教育学会
　　 理事長

リン・ピーション
林　丕雄
                          　　  （男）
Lin Pi-Xiong
                          　　  （84歳）

―――――――

台湾
新北市

旭小

野球を通じた青少年交
流及び日本・アメリカ合
衆国間の友好親善の促
進に寄与

現　世界少年野球大会
　　 創設者兼名誉理事
現　アトランタ・ブレーブス
　　 上級副社長
元　アトランタ・ブレーブス
　　 所属プロ野球選手

ヘンリー・ルイス・アーロン
                          　　  （男）
Henry Louis Aaron
                          　　  （81歳）

アメリカ合衆国

ジョージア州
アトランタ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
アメリカ合衆国における
日本文学紹介を通じた
対日理解の促進に寄与

翻訳家
元　ﾗﾑｿﾑ・ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽ学校
　　 日本語教師
元　ﾏｲｱﾐ・ﾃﾞｰﾄﾞ郡公立学校
　　 日本語教師

ウイリアム・スコット・ウイルソン
                          　　  （男）
William Scott Wilson
                          　　  （71歳）

アメリカ合衆国

フロリダ州
南マイアミ市

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の交流促進及び日本文
化の普及に寄与

元　ハワイ大学付属校校長

ロレッタ・クラウス
                          　　  （女）
Loretta Krause
                          　　  （77歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭小
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　シカゴ日米協会会長
元　神戸女学院財団会長

エドワード・A・グラント
                          　　  （男）
Edward A. Grant
                          　　  （65歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
バー・リッジ

旭小

日系人社会の地位向上
及び日本・アメリカ合衆
国間の相互理解の促
進、友好親善に寄与

元　ロサンゼルス市警副本部長
元　南加日米協会理事長

テリー・サブロー・ハラ
                          　　  （男）
Terry Saburo Hara
                          　　  （57歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
ロングビーチ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
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
の交流促進及び友好親
善に寄与

現　在カンザスシティ
　　 日本国名誉総領事
元　米国中部日米協会会長

フランシス・P・レメリー
                          　　  （男）
Francis P. Lemery
                          　　  （76歳）

アメリカ合衆国

カンザス州
プレイリー・ビレッジ

旭小

インドにおける日本のも
のづくり文化の普及と日
本・インド間の経済関係
の強化及び相互理解の
促進に寄与

元　インド工業連盟次長

サリタ・ナグパル
                          　　  （女）

Sarita Nagpal
                          　　  （61歳）

インド

デリー準州
ニューデリー市

旭小
日本・インドネシア間の
文化交流及び相互理解
の促進に寄与

女優
映画プロデューサー
現　インドネシア日本友好協会
　　 文化教育部長

クリスティン・ハキム

                          　　  （女）
Chｒistine Hakim
                          　　  （58歳）

インドネシア

ｼﾞｬｶﾙﾀ首都特別州
ジャカルタ市

旭小
日本・英国間の交流促
進及び相互理解の促進
に寄与

元　日本協会事務局長
現　同　　　　 顧問

ロバート・リンカーン・ガイ
                          　　  （男）
Robert Lincoln Guy
                          　　  （68歳）

英国

ハンプシャー州
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
英国における日本庭園
の紹介及び普及に寄与

元　英国日本庭園協会会長
英国日本庭園協会名誉副総裁

グラハム・ピーター・ハードマン
                          　　  （男）
Graham Peter Hardman
                          　　  （69歳）

英国

チェシャー州
セール町

旭小

中東諸国における日本
語教育及び日本研究の
発展・相互理解の促進
に寄与

現　キング・サウード大学
　　 言語翻訳学部
　　 近代言語学科教授

シハーブ・ファーリス
                          　　  （男）
Shihab Faris
                          　　  （56歳）

エジプト

サウジアラビア
リヤド州
リヤド市

旭小
日本・オーストリア間の音
楽を通じた交流及び相
互理解の促進に寄与

元　ｷｭﾝｽﾄﾗｰｾﾞｸﾚﾃﾘｱｰﾄ・
　　 ﾌﾞｯﾌﾏﾝ（有）社長
元　ウィーン室内管弦楽団
　　 バイオリニスト兼事務局長

ルドルフ・ブッフマン
                          　　  （男）
Rudolf Buchmann
                          　　  （74歳）

オーストリア

ウィーン市

旭小

日本・スペイン間の料理
分野を通じた文化交流
の促進及び日本食文化
の普及に寄与

元　ﾚｽﾄﾗﾝ「ｴﾙ・ﾌﾞｼﾞ」ｵｰﾅｰ
　　 兼レストラン総支配人
現　エル・ブジ財団理事
現　料理先進国９ヵ国のシェフ
　　 による国際会議委員長

フェラン・アドリア・アコスタ
                          　　  （男）
Ferran Adria Acosta
                          　　  （53歳）

スペイン

カタルーニャ州

－15－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小

スペインにおける日本研
究、日本語教育の発展
及び日本文化理解の促
進に寄与

現　マドリード自治大学
　　 哲学文学科教授
現　同
　　 東アジア研究センター所長

タシアナ・フィサック・バデル
                          　　  （女）
Taciana Fisac Badell
                          　　  （54歳）

スペイン

マドリード州
マドリード市

旭小
スリランカにおける日本
文化の普及及び対日理
解の促進に寄与

元　日本ｽﾘﾗﾝｶ技術文化協会
　　 会長
元　スリランカ全国商工会議所
 　　会頭

チャンドラ・ラル・デ・アルウィス
                          　　  （男）
Chandra Lal De Alwis
                          　　  （72歳）

スリランカ

デヒワラ市

旭小
日本・ドイツ間の音楽を
通じた交流及び相互理
解の促進に寄与

音楽家（チェロ奏者）
元　ベルリン・フィルハーモニー
　　 管弦楽団楽団長
 　　（共同楽団長）

ルドルフ・ヴァインスハイマー
                          　　  （男）
Rudolf Weinsheimer
                          　　  （84歳）

ドイツ

ベルリン市

旭小
ブラジルにおける日本語
教育の普及及び日本文
化の紹介・普及に寄与

現　リオデジャネイロ連邦大学
　　 文学部東洋スラブ語学科
　　 日本語科准教授
元　同
　　 文学部東洋スラブ語
　　 学科長
元　ブラジル日本研究者学会
　　 会長

ソーニア・レジナ・ロンギ・ニノミヤ
                          　　  （女）
Sonia Regina Longhi Ninomiya
                          　　  （66歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

－16－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
日本・フランス間の相互
理解の促進に寄与

KINOTAYO協会名誉会長
元　国際情報科学技術大学院
 　　校長
元　ＶＩＦＩナタン社社長
元　テキサス・インスツルメンツ・
 　　ヨーロッパ社欧州計画部長

ジョゼフ・ミッシェル・
　　　　　　　ジョルジュ・モトロ
                          　　  （男）
Joseph Michel Georges Motro
                          　　  （72歳）

フランス

ヌイイ・シュール・
セーヌ市

旭小

日本・ブルガリア間の文
化交流の促進及び我が
国の新体操界の発展に
寄与

元　ブルガリア新体操
　　 ナショナルチーム監督
現　ﾚﾌｽｷ新体操ｸﾗﾌﾞ代表
元　ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会
 　　委員

ネシュカ・ステファノヴァ・ロベヴァ
                          　　  （女）
Neshka Stefanova Robeva
                          　　  （69歳）

ブルガリア

ソフィア市

旭小

日本・ベトナム間の友好
親善、経済関係の強化、
文化交流及び相互理解
の促進に寄与

現　ベトナム祖国戦線中央
　　 委員会委員
現　ﾄﾘ・ﾕﾝ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ
　　 理事長
現　ミントラン株式会社社長
現　日越ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｸﾗﾌﾞ
      副会長

グエン・トリ・ユン
                          　　  （男）
Nguyen Tri Dung
                          　　  （66歳）

ベトナム

ホーチミン市

旭小
日本・ベルギー間の花の
芸術を通じた交流及び
相互理解の促進に寄与

花の芸術家
現　ダニエル・オスト（有）社長

ダニエル・オスト
                          　　  （男）
Daniel Ost
                          　　  （60歳）

ベルギー

フランダース州
ｾﾝﾄ・ﾆｸﾗｳｽ市

－17－



在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭小
ポルトガルにおける日本
史研究の発展及び相互
理解の促進に寄与

元　ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ日本友好協会会長
現　リスボン新大学
　　 人文社会学部教授
現　ﾘｽﾎﾞﾝ新大学・ｱｿｰﾚｽ大学
　　 付属海外交流史研究所
　　 所長

ジョアン・パウロ・
　　　　オリヴェイラ・イ・コスタ
                          　　  （男）
João Paulo Oliveira e Costa
                          　　  （53歳）

ポルトガル

リスボン市

旭小
モンゴルにおける日本
文化の普及・紹介及び
対日理解の促進に寄与

日本文化評論家・翻訳家
現　モンゴル・日本文化文学
　　 センター代表
モンゴル囲碁協会名誉会長
モンゴル将棋協会名誉会長
現　モンゴル算盤協会会長

デレグ・トゥムルバートル
                          　　  （男）
Deleg Tumurbaatar
                          　　  （57歳）

モンゴル

ウランバートル市

旭小
ロシアにおける日本語研
究・教育の発展に寄与

現　ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ国立文化
 　　大学外国語言語学
　　 学科長・准教授
現　ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ露日友好
　　 協会理事

イリーナ・イサーエヴナ・バース
                          　　  （女）
Irina Isaevna Bass
                          　　  （75歳）

ロシア

ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ市

旭小

ロシアにおける日本研究
の発展及び日本・ロシア
間の文化交流・相互理
解の促進に寄与

現　極東連邦大学地域・国際
　　 研究スクール日本研究学科
　　 助教授
元　ﾛｼｱ科学ｱｶﾃﾞﾐｰ極東支部
　　 歴史・民族学研究所研究員

モルグン・ゾーヤ・フョードロヴナ
                          　　  （女）
Morgun Zoya Fyodorovna
                          　　  （68歳）

ロシア

沿海地方
ウラジオストク市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
アメリカ合衆国における
日本文化の普及及び対
日理解の促進に寄与

現　日本庭園財団
 　　創設者・理事長

チャールズ・W・ウッド
                          　　  （男）
Charles W. Wood
                          　　  （95歳）

アメリカ合衆国

アラバマ州
モービル市

旭双
アメリカ合衆国における
日系人社会の福祉向上
に寄与

現　ニューヨーク日系人会
　　 副会長
元　アジア太平洋人ＨＩＶ・
　　 エイズ連合共同創設者

スキ・テラダ・ポーツ
                          　　  （女）
Suki Terada Ports
                          　　  （80歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
ニューヨーク市

旭双
日本・アメリカ合衆国間
の友好親善及び相互理
解の促進に寄与

元　北カリフォルニア・ジャパン
　　 ソサエティ会長
現　ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ大阪姉妹都市
　　 協会共同会長

キャサリン・キムラ
                          　　  （女）
Kathleen Kimura
                          　　  （69歳）

英国

アメリカ合衆国
カリフォルニア州

ミルブレー市

旭双
日本・オーストラリア間の
地域交流の促進及び友
好親善に寄与

元　タウンズビル市姉妹都市
　　 委員会委員長
元　北アジア・北オーストラリア
　　 女性会議事務局長

スーザン・ロバーツ
                          　　  （女）
Susan Roberts
                          　　  （70歳）

オーストラリア

クイーンズランド州
タウンズビル市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双

カナダにおける日本文
化紹介及び日本・カナダ
間の友好親善、日系社
会の強化に寄与

元　トロント日系文化会館
 　　理事長

マーティン・ブレイク・コバヤシ
                          　　  （男）
Martin Blake Kobayashi
                          　　  （60歳）

カナダ

トロント市

旭双
日本・大韓民国間のお
茶を通じた交流及び相
互理解の促進に寄与

元　在韓日本人物故者慰霊祭
　　 主催者
現　和静茶礼院院長
現　韓国茶人連合会顧問

シン・ウナク
申　雲鶴
                          　　  （女）
ＳＨＩＮ Woon-hak
                          　　  （77歳）

大韓民国

京畿道揚平郡

旭双
日本・大韓民国間の青
少年交流及び相互理解
の促進に寄与

現　韓国ＹＦＵ設立者・会長

シン・ジョンハ
辛　定夏
                          　　  （男）
Shin Chungha
                          　　  （85歳）

大韓民国

ソウル特別市

旭双
日本・パラオ間の遺骨収
容・慰霊分野における関
係強化に寄与

現　ペリリュー州酋長
現　ペリリュー州議会議員

イサオ・ピーター・シゲオ
                          　　  （男）
Isao Peter Singeo
                          　　  （77歳）

パラオ

ペリリュー州
ゲルデロルク地区
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭双
マレーシアにおける合気
道の普及及び友好親善
に寄与

現　マレーシア合気道協会会長

ロー・ティエン・セン
                          　　  （男）
Low Thian Seng
                          　　  （64歳）

マレーシア

セランゴール州
プチョン地区

旭双

台湾における日本語の
普及及び日本・台湾間
の相互理解の促進に寄
与

中日翻訳家・通訳
現　友愛グループ代表

チョウ・ブンホウ
張　文芳
                          　　  （男）
Chang Wen-Fang
                          　　  （85歳）

―――――――

台湾
台北市
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【瑞宝章】



在外外国人

瑞双 日本国在外公館活動に
寄与

元　在イタリア日本国大使館
　　 現地職員

マリア・ロザリア・ラヴァッキオーリ
                          　　  （女）
Maria Rosaria Ravacchioli
                          　　  （61歳）

イタリア

ラツィオ州
ローマ市

瑞双 日本国在外公館活動に
寄与

元　在エジプト日本国大使館
　　 現地職員

マフムード・アハメド・アブドゥ
                          　　  （男）
Mahmoud Ahmed Abdou
                          　　  （60歳）

エジプト

カイロ県
エズベト・マンスール・
ハダエク・エル・コッバ

地区

瑞双 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・ウォンジャ
李　園子
                          　　  （女）
Lee Won Ja
                          　　  （70歳）

大韓民国

京畿道龍仁市

瑞双 日本国在外公館活動に
寄与

元　在トルコ日本国大使館
　　 現地職員

インジ・ギュラルプ
                          　　  （女）
Inci Guralp
                          　　  （61歳）

トルコ

アンカラ県
アンカラ市

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）
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）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

瑞双 日本国在外公館活動に
寄与

現　在マナウス日本国総領事館
　　 現地職員

パウロ・ロベルト・ド・ナシメント・ジル
                          　　  （男）
Paulo Roberto Do Nascimento Gil
                          　　  （64歳）

ブラジル

アマゾナス州
マナウス市

瑞双
(公財)交流協会在外事
務所活動に寄与

元　(公財)交流協会高雄事務所
　　 現地職員

ソ・ジキン
蘇 慈琴
                          　　  （女）
Su Tzu-Chin
                          　　  （63歳）

―――――――

台湾
高雄市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ベトナム日本国大使館
　　 現地職員

ダン・トォイ・ヒエン
                          　　  （女）
Dang Thuy Hien
                          　　  （59歳）

ベトナム

ハノイ市
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