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在外外国人

旭大
日本･アメリカ合衆国間
の関係強化に寄与

元　国務長官
元　国連大使
現　ｵﾙﾌﾞﾗｲﾄ･ｽﾄｰﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ・
　　 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長

マデレーン・コーベル・オルブライト
　 　　　　　　　　　　　　　（女）
Madeleine Korbel Albright
　　　　　　　　　　　　　　 （80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

現　連邦上院外交委員長
現　連邦上院議員

ロバート・フィリップス・
　　　　コーカー・ジュニア
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert Phillips Corker Jr.
　　　　　　　 　　　　　　 （65歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

旭大
通商分野における日本･
アメリカ合衆国間の関係
強化に寄与

現　全米商工会議所会頭
　　 兼最高経営責任者

トーマス・J・ドナヒュー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Thomas J. Donohue
　　　　　　　 　　　 　　　（79歳）

アメリカ合衆国

ヴァージニア州
アーリントン

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
現　ｶｰﾈｷﾞｰ国際平和財団
　　 所長

ウィリアム・J・バーンズ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
William J. Burns
　　　　　　　 　　　　　　 （62歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

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･アメリカ合衆国間
の関係強化及び友好親
善に寄与

現　連邦上院軍事委員長
現　連邦上院議員

ジョン・シドニー・マケイン 三世
　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Sidney McCain Ⅲ
　　　　　　　　　　　　　　（81歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

旭大

日本･英国間の友好親
善及び相互理解の促進
並びに経済関係の強化
に寄与

元  駐日英国大使
元  ｴｰｻﾞｲ（株）
　　社外取締役
元　ﾛﾝﾄﾞﾝ大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ
　　研究学院執行委員会
　　理事

グレアム・ホルブルック・フライ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Graham Holbrook Fry
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

英国

ケンブリッジシャー州
セント・ネオツ町

旭大

我が国への石油の安定
供給及び日本・サウジア
ラビア間の経済関係の
発展に寄与

現　ｴﾈﾙｷﾞｰ･産業･
　　鉱物資源大臣
現　ｻｳｼﾞｱﾗﾑｺ会長

ハーリド・Ａ・アル・ファーレフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Khalid A. Al-Falih
　　　　　　　　　　 　　　 （59歳）

サウジアラビア

リヤド州
リヤド市

旭大
日本･サモア間の関係強
化及び友好親善に寄与

現　首相兼外務貿易大臣
元　財務大臣

トゥイラエパ・ファティアロファ・
ルペソリアイ・サイレレ・
マリエレガオイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tuilaepa Fatialofa
Lupesoliai Sailele
Malielegaoi
　　　　　　　　　 　　　　 （73歳）

サモア

アピア市

－2－



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･セルビア間の関係
強化及び友好親善に寄
与

元　外務大臣
元　駐日ｾﾙﾋﾞｱ大使

イバン・ムルキッチ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ivan Mrkić
　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

セルビア

ベオグラード市

旭大
日本･大韓民国間の経
済関係強化と両国の関
係発展に寄与

現　韓日経済協会会長
現　韓日産業・技術協力
　　財団理事長
現　(株)三養ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　代表理事会長

キム・ユン
金　鈗
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Yoon Kim
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

大韓民国

ソウル特別市

旭大
日本･フランス間の経済
関係強化等に寄与

ﾌﾗﾝｽ中央銀行名誉総裁
元　ﾌﾗﾝｽ中央銀行総裁
元　欧州中央銀行総裁
元　ﾊﾟﾘｸﾗﾌﾞ議長

ジャン・クロード・トリシェ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jean-Claude Trichet
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

フランス

パリ市

旭大
日本･マレーシア間の経
済関係の発展に寄与

元　副首相兼内務大臣
元　第一次産業大臣
元　教育大臣

ムサ・ヒタム
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Musa Hitam
　　　　　　　　　　　　　　（84歳）

マレーシア

直轄区
クアラルンプール市
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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

旭重
日本･アメリカ合衆国間
の経済関係の強化及び
相互理解の促進に寄与

元　ﾃﾈｼｰ州知事

ドン・サンドクィスト
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Don Sundquist
　　　　　　　 　　　　 　  （82歳）

アメリカ合衆国

テネシー州
タウンセンド市

旭重
日本･アメリカ合衆国間
の原子力分野における
関係強化に寄与

元　ｴﾈﾙｷﾞｰ省副長官
元　ｴﾈﾙｷﾞｰ省原子力ｴﾈﾙｷﾞｰ
　　諮問委員会委員長
元　国家安全保障会議
　　事務局長
現　ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾎﾟﾘｼｰ＆ｱﾅﾘｼｽ
　　会長

ウィリアム・フリン・マーティン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
William Flynn Martin
　　　　　　　 　　　　 　  （67歳）

アメリカ合衆国

メリーランド州
ハバディグレイス

旭重
日本･アルバニア間の関
係強化及び日本語教育
の促進に寄与

元　駐日ｱﾙﾊﾞﾆｱ大使
元　在ﾃｨﾗﾅ日本国名誉
　　総領事
現　ﾃｨﾗﾅ工科大学教授

ブヤール・ディダ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Bujar Dida
　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

アルバニア

ティラナ市

旭重

日本･英国間の文化交
流及び相互理解の促進
並びに英国における対
日理解の促進に寄与

小説家
ﾉｰﾍﾞﾙ賞（文学賞）受賞者
（平成29年）

カズオ・イシグロ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kazuo Ishiguro
　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

英国

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）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本･エジプト間の政治・
経済・文化関係の促進
に寄与

元  駐日ｴｼﾞﾌﾟﾄ大使
元  外務省ｱｼﾞｱ･豪･NZ･
　　島嶼国担当次官
現　国家人権評議会国際
　　関係委員会委員長
現　核軍縮の実質的な進展
　　のための賢人会議委員

マフムード・カーレム・
　　　マフムード・ムハンマド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mahmoud Karem
      Mahmoud Mohamed
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

エジプト

カイロ県
カイロ市

旭重
日本･オマーン間の経済
関係の発展及び友好親
善に寄与

現　ｵﾏｰﾝ･日本友好協会
　　会長
現　ｻｳｰﾄﾞ･ﾊﾞﾌﾜﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　　会長

シェイク・ムハンマド・ビン・
サウード・ビン・サーリム・バフワン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sheikh Mohammed bin
Saud bin Salim Bahwan
　　　　　　　　　　　　　　（52歳）

オマーン

マスカット市

旭重
日本･カナダ間の議員交
流及び友好親善に寄与

元　ｶﾅﾀﾞ･日本議員連盟
　　共同議長
元　連邦下院議員

マイク・ウォラス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mike Wallace
　　　　　　　　　　　　　　（54歳）

カナダ

オンタリオ州
バーリントン市

旭重
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
現　国王高級顧問

カエウ・プットラスメイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Keo Puth Reasmey
　　　　　　 　　　　　　　 （65歳）

カンボジア

プノンペン郡
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
日本･キューバ間の人的
交流、経済関係及び相
互理解の発展に寄与

元　ｷｭｰﾊﾞ･日本友好
　　議員連盟会長
元　人民権力全国議会議員
元　ﾋﾞｵ･ｸｰﾊﾞ･ﾌｧﾙﾏ総裁
元　国立科学研究所所長

カルロス・マヌエル・
グティエレス・カルサード
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carlos Manuel
Gutiérrez Calzado
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

キューバ

ハバナ市

旭重
日本･スペイン間の経済
関係強化及び相互理解
の促進に寄与

現　西日経済委員会委員長
現　ｱｸｼｵﾅ社会長兼CEO

ホセ・マヌエル・
　　エントレカナレス・ドメック
　　　　　　　　　　　　　　（男）
José Manuel
　　Entrecanales Domecq
　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

スペイン

マドリード州
マドリード市

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
元　日本･ﾄﾙｺ協会名誉会長

セリム・セルメット・アタジャンル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Selim Sermet Atacanli
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

トルコ

アンカラ県
アンカラ市

旭重
日本･バーレーン間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

元　駐日ﾊﾞｰﾚｰﾝ大使
元　保健大臣
元　ﾊﾞｰﾚｰﾝ医師会会長

ハリール・イブラヒーム・
ハサン・ラアス・ロンマーニー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Khalil Ebrahim
Hassan Ras Romani
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

バーレーン

北セヘラ地区
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（褒章）
国籍

ふりがな
氏　　名

現住所
性別・年齢

旭重
フィリピン国内における
日本企業支援に寄与

ｱﾔﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ名誉会長
元　ｱﾔﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
　　社長兼会長

ハイメ・ゾベル・デ・アヤラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jaime Zobel de Ayala
　　　　　　　　　　　　　　（83歳）

フィリピン

マニラ首都圏
マカティ市

旭重
日本･フランス間の議員
交流及び相互理解の促
進に寄与

現　上院仏日友好議員連盟
　　会長
現　上院副議長

ダヴィッド・アスリーヌ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
David Assouline
　　　　　　　　　　　　　　（58歳）

フランス

パリ市

旭重
日本･フランス間の科学
技術分野における関係
強化に寄与

元　国立科学研究ｾﾝﾀｰ会長
現　NPO法人STSﾌｫｰﾗﾑ
    評議員
元　世界研究機関長会議
　　共同議長
現　ﾊﾟﾘ科学･人文学大学学長

アラン・フックス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alain Fuchs
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

フランス

パリ市

旭重
日本･ブルネイ間の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

元　駐日ﾌﾞﾙﾈｲ大使
元　外務貿易省副次官
元　ﾌﾞﾙﾈｲ日本友好協会
　　会長

ダトー・パドゥカ・モハマド・
アドナン・ビン・ブンタール
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Dato Paduka Mohd
Adnan Bin Buntar
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

ブルネイ

ブヌット区

－7－



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･マレーシア間の経
済関係強化に寄与

元　官房長官
元　国際貿易産業省次官
現　ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ･ﾅｼｮﾅﾙ会長

モハマド・シデック・ハッサン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mohd Sidek Hassan
　　　　　　　　　　　　　　（66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
親善及び相互理解の促
進に寄与

元  駐日ﾓﾝｺﾞﾙ大使
元　鉱業大臣
元　ﾓﾝｺﾞﾙ帰国留学生の
　　JUGAMOの会会長
現　ﾓﾝｺﾞﾙ日本関係
　　促進協会副会長

レンツェンドー・ジグジッド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rentsendoo Jigjid
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

モンゴル

ウランバートル市

旭重
日本･ラオス間の議員交
流及び相互理解の促進
に寄与

元　ﾗｵｽ日本友好議員連盟
　　会長
現　国民議会文化社会
　　委員会委員長

ソンプー・ドゥアンサワン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Somphou Douangsavanh
　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

ラオス

ビエンチャン特別市

旭重
日本･台湾間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　駐日台北経済文化代表
　　事務所代表
現　中信金融管理学院
    董事長

ヒョウ・キダイ
馮　寄台
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Chi-tai Feng
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

―――――――

台湾
台北市
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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･台湾間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　亜東関係協会会長
現　中国信託ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ
　　ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ最高経営顧問

リョウ・リョウイ
廖　了以
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Liao Liou-yi
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

―――――――

台湾
台中市

旭中
日本･アメリカ合衆国間
の友好親善及び関係強
化に寄与

元　国防省職員

ジョセフ・Ｇ・オベルマイヤー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Joseph G. Obermeier
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

アメリカ合衆国

ヴァージニア州
ラザーグレン市

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
学術交流の促進に寄与

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ校
名誉教授
元　ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ校
　　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ政策･戦略
　　大学院教授

エリス・Ｓ・クラウス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ellis S. Krauss
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
エンシニータス市

旭中
日本･アメリカ合衆国間
の防衛関係の強化に寄
与

現　国防省職員

ロバート・Ｊ・クリス・クリスピーノ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert J. Cris Crispino
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

アメリカ合衆国

メリーランド州
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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

旭中

アメリカ合衆国における
日本文学研究の発展及
び日本･アメリカ合衆国
間の相互理解の促進に
寄与

現　ﾌﾞﾘｶﾞﾑ･ﾔﾝｸﾞ大学
　　ｱｼﾞｱ･中近東系言語学部
　　教授
元　ﾌﾞﾘｶﾞﾑ･ﾔﾝｸﾞ大学
　　人文学部長

ヴァン・クレイグ・ゲッセル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Van Craig Gessel
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

アメリカ合衆国

ユタ州
オレム市

旭中

アメリカ合衆国における
対日理解の促進及び日
本･アメリカ合衆国間の
防衛関係の強化に寄与

元　国防省国防長官府
　　日本部長
元　国務副長官首席補佐官

ロビン・H・サコダ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robin H. Sakoda
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

アメリカ合衆国

ヴァージニア州
フェアファックス・
ステーション市

旭中
アメリカ合衆国における
日本研究の発展及び対
日理解の促進に寄与

現　ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
　　東ｱｼﾞｱ言語文明学部
　　教授
現　ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学ｴﾄﾞｳｨﾝ･
　　O･ﾗｲｼｬﾜｰ日本研究所
　　教授
元　ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学ｴﾄﾞｳｨﾝ･
　　O･ﾗｲｼｬﾜｰ日本研究所
　　所長

ヘレン・ハーデカー
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Helen Hardacre
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ケンブリッジ市

旭中
日本･アメリカ合衆国間
の防衛関係の強化に寄
与

元　在日米軍司令部
　　情報部長
現　国防省職員

スチュワート・Ｗ・ホルブルック
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Stewart W. Holbrook
　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市
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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

旭中

我が国へのエネルギー
の安定供給及び日本・
アラブ首長国連邦間の
関係強化に寄与

元　ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ国営石油会社
　 （ADNOC）総裁
現　連邦原子力規制庁会長

アブドラ・ナーセル・
     アル・スウェイディ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Abdulla Nasser
     Alsuwaidi
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

アラブ首長国連邦

アブダビ首長国
アブダビ市

旭中
日本･イスラエル間の経
済関係強化及び相互理
解の促進に寄与

元　ｲｽﾗｴﾙ･日本友好議員
　　連盟会長
元　ｲｽﾗｴﾙ･日本親善協会･
　　商工会議所会頭

エフード・ラッサビ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ehud Rassabi
　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

イスラエル

テルアビブ市

旭中

日本建築界の発展及び
日本・イタリア間の建築
を通じた相互理解の促
進に寄与

建築家
終身上院議員
現　ﾚﾝｿﾞ･ﾋﾟｱﾉ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･
　　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ代表

レンゾ・ピアノ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Renzo Piano
　　　　　　　　　　　　　　（80歳）

イタリア

フランス
パリ市

旭中
日本･インド間の関係強
化及び相互理解の促進
に寄与

元　ｲﾝﾄﾞ工業連盟最高顧問
現　ｱﾅﾝﾀ･ｱｽﾍﾟﾝ･ｾﾝﾀｰ
　　創設理事
現　ｲﾝﾄﾞ笹川ﾊﾝｾﾝ病財団
　　会長

タルン・ダース
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tarun Das
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

インド

ハリヤナ州
グルガオン市
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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

旭中
日本･ウルグアイ間の歯
科医学分野における学
術交流の促進に寄与

現　ｳﾙｸﾞｱｲ共和国大学
　　大学院教授
元　国際義歯･ﾋﾟｴｿﾞｸﾞﾗﾌｨ
　　協会会長

ススム・ニシザキ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Susumu Nisizaki
　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

ウルグアイ

モンテビデオ県

旭中
日本･英国間の友好親
善及び交流促進に寄与

元　在ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ日本国
　　名誉領事

ピーター・ヘギンボサム
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Peter Heginbotham
　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

英国

グレーター・マンチェス
ターストックポート区

旭中
日本･オーストラリア間の
防衛協力の促進に寄与

元　在本邦ｵｰｽﾄﾗﾘｱ大使館付
　　国防武官

ジョン・ハーウッド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Harwood
　　　　　　　　　　　　　　（57歳）

オーストラリア

キャンベラ市

旭中
日本･カザフスタン間の
相互理解及び抑留者問
題への理解促進に寄与

元　ﾎﾞﾗｼｬｸ大学学長
現　ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国下院議員
現　ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国下院
　　対日友好議員連盟ﾒﾝﾊﾞｰ

ヌルラン・ドゥラトベコフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Nurlan Dulatbekov
　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

カザフスタン

アスタナ市
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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

旭中
日本･スウェーデン間の
相互理解の促進及び友
好親善に寄与

現　在ﾏﾙﾒ日本国名誉総領事
現　瑞日基金理事

レイフ・アルモ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Leif Almö
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

スウェーデン

ヴェッリンゲ市

旭中
我が国の音楽文化の向
上及び発展に寄与

NHK交響楽団
桂冠名誉指揮者

ヘルベルト・ブロムシュテット
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Herbert Blomstedt
　　　　　　　　　　　　　　（90歳）

スウェーデン

スイス
ルツェルン市

旭中

日本・スリランカ間の文
化交流の促進及び医療
分野での関係強化に寄
与

現　日本･ｽﾘﾗﾝｶ友好
　　文化基金文化ｱﾜｰﾄﾞ
　　選考委員会委員長
元　ｺﾛﾝﾎﾞ大学医学部
　　（生理学）教授
ｺﾛﾝﾎﾞ大学名誉教授
ｹﾗﾆﾔ大学名誉教授

カルロ・フォンセカ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carlo Fonseka
　　　　　　　　　　　　　　（85歳）

スリランカ

コッテ市

旭中
日本･タイ間の経済関係
の強化及び我が国のイ
ンフラ輸出に寄与

現　ﾁｮｳｶﾝﾁｬﾝ（株）
　　取締役会長
元　ﾁｮｳｶﾝﾁｬﾝ（株）
　　取締役社長
現　ﾁｮｳｶﾝﾁｬﾝ東急建設（株）
　　取締役会長
元　ﾁｮｳｶﾝﾁｬﾝ東急建設（株）
　　取締役社長
現　ﾊﾞﾝｺｸ高速道路･地下鉄
　　（株）取締役会長

プリュー・トリーウィサワウェート
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Plew Trivisvavet
　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

タイ

バンコク都
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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

旭中
日本･ドイツ間の学術交
流の促進に寄与

元　ｹﾙﾝ大学法学部長
現　日独学術文化関係
　　促進財団ﾒﾝﾊﾞｰ

ハンス・プリュッティング
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hanns Prütting
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

ドイツ

ノルトライン
ヴェストファーレン州

ベートブルク市

旭中

ブラジルにおける日系人
の社会的地位向上及び
日本･ブラジル間の経済
関係の強化に寄与

元　財務省国際担当副次官
元　ﾌﾞﾗｼﾞﾙ中央銀行副総裁
現　国際決済銀行
　　副総支配人

ルイス・アワズ・ペレイラ・ダ・シルバ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Luiz Awazu Pereira da Silva
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

ブラジル

スイス
バーゼル市

旭中
日本･ブラジル間の経済
関係強化及び友好親善
に寄与

元　ﾐﾅｽｼﾞｪﾗｲｽ州経済開発庁
　　長官
元　ｳｼﾞﾐﾅｽ社社長
元　ﾂﾊﾞﾛﾝ製鉄所社長
元　ﾘｵﾄﾞｾ社社長
現　在ﾍﾞﾛｵﾘｿﾞﾝﾃ日本国
　　名誉総領事

ウィルソン・ネリオ・ブルーメル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Wilson Nélio Brumer
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

ブラジル

ミナスジェラス州
ノーヴァ・リマ市

旭中
我が国の国際法研究の
発展への貢献

ﾊﾟﾘ第10大学名誉教授
現　ﾊﾟﾘ政治学院教授
元　国連国際法委員会
　　委員
元　国際司法裁判所
　　「南極における捕鯨」
　　訴訟における我が国
　　補佐人及び弁護人

アラン・ペレ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alain Pellet
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

フランス

パリ市
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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

旭中
日本･ペルー間の経済
関係強化及び友好親善
に寄与

現　日本ﾍﾟﾙｰ経済委員会
　　ﾍﾟﾙｰ側委員長

ルイス・ギジェルモ・ベガ・モンテ
フェリ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Luis Guillermo Vega Monteferri
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

ペルー

リマ市

旭中
日本･モロッコ間の友好
親善及び経済交流の促
進に寄与

現　ﾓﾛｯｺ日本友好協会会長

アブデラティフ・ゲラウィ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Abdellatif Guerraoui
　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

モロッコ

カサブランカ市

旭中

日本におけるモンゴル語
教育の振興及び日本･
モンゴル間の学術交流
の促進に寄与

元　国立教育大学副学長
元　ﾓﾝｺﾞﾙ国立大学
　　ﾓﾝｺﾞﾙ研究ｾﾝﾀｰ所長
元　ﾓﾝｺﾞﾙ国立科学ｱｶﾃﾞﾐｰ
　　言語学研究所所長

ドミー・トゥムルトゴー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Domii Tumurtogoo
　　　　　　　　　　　　　　（79歳）

モンゴル

ウランバートル市

旭中
日本･ロシア間の議員交
流及び相互理解の促進
に寄与

現　連邦院議員
現　連邦院対日
　　議員ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表

ヴィクトル・オゼロフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Viktor Ozerov
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

ロシア

モスクワ市

－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･ロシア間の学術交
流及び医療協力の促進
に寄与

現　ﾛｶﾞﾁｪﾌ名称ﾛｼｱ連邦
　　小児血液学･腫瘍学･
　　免疫学ｾﾝﾀｰ所長

アレクサンドル・ルミャンツェフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Aleksandr Rumyantsev
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

ロシア

モスクワ市

旭中
台湾における日本語教
育の普及及び日本･台
湾間の交流促進に寄与

現　（財）薇閣文教
　　公益基金会董事長
現　台北市私立薇閣
　　小学校･中学校董事長
現　東亜経済協会（東亜
　　経済人会議）台湾側
　　常務監事

リ・デンコウ
李　傳洪
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Lee Chwan-hong
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

―――――――

台湾
台北市

旭小
アメリカ合衆国における
対日理解の促進に寄与

現　日系ｱﾒﾘｶ人市民同盟
　　ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ支部
　　共同代表
現　ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工科大学
　　人文・社会学部
　　政治学科及びﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ
　　社会研究所教授

ケネス・Ａ・オオエ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kenneth A. Oye
　　　　　　　　　　　　　　（68歳）

アメリカ合衆国

マサチューセッツ州
ケンブリッジ市

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　太平洋航空博物館
　　ﾊﾟｰﾙﾊｰﾊﾞｰ館長

ケネス・Ｈ・デホフ・ジュニア
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kenneth H. DeHoff, Jr.
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市
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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
野球を通じた日本･アメリ
カ合衆国間の友好親善
に寄与

元　千葉ﾛｯﾃﾏﾘｰﾝｽﾞ監督

ロバート・ジョン・バレンタイン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert John Valentine
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

アメリカ合衆国

コネティカット州
スタンフォード市

旭小

アメリカ合衆国における
対日理解の促進及び日
本･アメリカ合衆国間の
教育交流の促進に寄与

現　ﾜｼﾝﾄﾝ大学ﾍﾝﾘｰ･M･
　　ｼﾞｬｸｿﾝ国際学部
    東ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ所長
元　ﾜｼﾝﾄﾝ州日米協会会長

メアリー・ハモンド・バーンソン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Mary Hammond Bernson
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

アメリカ合衆国

ワシントン州
シアトル市

旭小

アメリカ合衆国における
日系人の社会的地位向
上及び対日理解の促進
に寄与

元　全米日系人市民連盟
　　中西部代表

ウィリアム・ヨシノ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
William Yoshino
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
シカゴ市

旭小
アメリカ合衆国における
日本研究の発展及び対
日理解の促進に寄与

ﾉｰｽｳｴｽﾀﾝ大学名誉教授
元　ﾉｰｽｳｴｽﾀﾝ大学ｱｼﾞｱ言語
　　文化学部准教授

フィリス・ライオンズ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Phyllis Lyons
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

アメリカ合衆国

イリノイ州
エバンストン市

－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

旭小

アルゼンチンにおける日
本語教育の発展及び日
本・アルゼンチン間の相
互理解の促進に寄与

現　私立ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ日亜学院
　　学院長
現　私立ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ日亜学院
　　文化ｾﾝﾀｰ所長

ミツイ・フクハラ・デリア
三井　福原　デリア
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Mitsui Fukuhara Delia
　　　　　　　　　　　　　　（59歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス市

旭小
日本・イラン間の学術・
文化交流の促進に寄与

元　文部科学省
    帰国留学生同窓会会長
元　在京ｲﾗﾝ大使館
　　文化･科学技術担当
　　参事官
現　ｼｬﾘｰﾌ工科大学
　　機械工学学部教授

レザー・ユーセフィ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Reza Yousefi
　　　　　　　　　　　　　　（59歳）

イラン

テヘラン州
テヘラン市

旭小
英国における俳句の普
及及び対日理解の促進
に寄与

俳人・作家・著述家
ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ大学名誉教授
現　ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ市桂冠詩人

アラン・スペンス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Alan Spence
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

英国

エディンバラ市

旭小
我が国の国際的地位及
び児童福祉の向上に寄
与

元　日本ﾕﾆｾﾌ協会大使
現　ﾕﾆｾﾌ･ｱｼﾞｱ親善大使
歌手

チャン・ミリン・アグネス
陳　美齡
Chan Mi Ling Agnes
　　（通称）
　　アグネス・チャン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

英国

中華人民共和国
香港特別行政区
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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

旭小
日本・フランス間の相互
理解及び文化交流の促
進に寄与

歌手・女優

ジェーン・マロリー・バーキン
Jane Mallory Birkin
　　（通称）
　　ジェーン・バーキン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

英国

フランス
パリ市

旭小

オーストラリアにおける日
本美術の紹介並びに日
本・オーストラリアの芸術
家育成活動の促進及び
相互理解に寄与

現　ｱｼﾞｱﾘﾝｸ後援者
元　ﾏｲﾔｰ財団会長
元　豪日交流基金副会長

シドニー・ベイリュー・マイヤー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sidney Baillieu Myer
　　　　　　　　　　　　　　（92歳）

オーストラリア

ビクトリア州
ツーラック市

旭小
カナダにおける日本研
究の発展及び日本文化
の普及に寄与

現　ﾖｰｸ大学文学部
　　人文学科教授
現　日加協会会員
　　（初代会長）

セオドア・ウィリアム・グーセン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Theodore William Goossen
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

カナダ/
アメリカ合衆国

カナダ
オンタリオ州

トロント市

旭小
日本・カナダ間の交流促
進及び友好親善に寄与

現　全ｶﾅﾀﾞ剣道連盟会長
現　国際剣道連盟理事

クリスチャン・ドランジュヴィル
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Christian D'Orangeville
　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

カナダ/フランス

カナダ
ケベック州

モントリオール市
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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

クロアチアにおける対日
理解の促進及び日本・ク
ロアチア間の地域交流
の促進に寄与

現　ﾋﾞｵｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾅ･ﾓﾙ市長
現　平和首長会議副会長

イバン・クネズ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ivan Knez
　　　　　　　　　　　　　　（53歳）

クロアチア

ザダル県
ビオグラード・

ナ・モル市

旭小

コロンビアにおける日本
研究の発展及び日本・コ
ロンビア間の通商関係の
強化に寄与

元　ﾌﾟﾛｴｷｽﾎﾟ･ｱｼﾞｱ事務所
　　初代所長
元　貿易省太平洋流域担当
　　二国間関係副部長
元　ｴｸｽﾃﾙﾅｰﾄﾞ大学
　　ｱｼﾞｱ太平洋研究ｾﾝﾀｰ
　　所長
元　在京ｺﾛﾝﾋﾞｱ大使館
　　通商参事官

フェルナンド・バルボサ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Fernando Barbosa
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

コロンビア

クンディナマルカ県
タビオ市

旭小
日本･スウェーデン間の
友好親善及び相互理解
の促進に寄与

現　瑞日基金事務局長
現　ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ･ﾆｯﾎﾟﾝ ｻｻｶﾜ
　　財団理事及び事務局長
元　王立工学ｱｶﾃﾞﾐｰ
　　国際部長
現　瑞日国会議員連盟
　　理事

エドヴァルド・フリートウッド
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Edvard Fleetwood
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

スウェーデン

ストックホルム県
ストックホルム市

旭小
日本・スペイン間の相互
理解及び学術交流の促
進に寄与

現　ﾊﾞｼﾞｬﾄﾞﾘｰﾄﾞ大学
　　ｱｼﾞｱ研究ｾﾝﾀｰ長
現　ﾊﾞｼﾞｬﾄﾞﾘｰﾄﾞ大学准教授

ルイス・オスカル・ラモス・アロンソ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Luis Óscar Ramos Alonso
　　　　　　　　　　　　　　（64歳）

スペイン

カスティージャ・
イ・レオン州

バジャドリード市
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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･大韓民国間の友
好親善及び経済関係の
強化に寄与

元　釜山商工会議所会長
現　福岡･釜山ﾌｫｰﾗﾑﾒﾝﾊﾞｰ

シン・ジョンテク
申　正澤
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Shin Jung-Taek
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

大韓民国

釜山広域市

旭小
日本･ドイツ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　ﾊﾞｲｴﾙﾝ独日協会会長

リューダー・パイゼン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Lüder Paysen
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

ドイツ

バイエルン州
ベルク市

旭小

日本･ニカラグア間の経
済関係の強化及び日本
の自動車産業の発展に
寄与

現　ｱｳﾄﾆｶ（株）社長

ウンベルト・サンディーノ・ラカヨ
　　　　　　　　　　　　　　（男）

Humberto Sandino Lacayo
　　　　　　　　　　　　　　（82歳）

ニカラグア

グラナダ県
グラナダ市

旭小
多角的貿易の発展及び
同体制における日本の
地位向上に寄与

元　世界貿易機関（WTO）
    事務局官房長
元　世界貿易機関（WTO）
    理事会･貿易交渉委員会
    部長

エバン・ロジャーソン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Evan Rogerson
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

ニュージーランド

スイス
ヴォー州

ジブラン市
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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

ブラジルにおける日系人
の社会的地位向上及び
日本・ブラジル間の文化
交流の促進に寄与

建築家
ｻﾝﾄｽ･ｶﾄﾘｯｸ大学建築･
都市計画学部名誉教授

マサシ・ルイ・オオタケ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Massashi Ruy Ohtake
　　　　　　　　　　　　　　（80歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭小

我が国の音楽分野の発
展並びに音楽・映画を通
じた日本・フランス間の
交流強化及び友好親善
に寄与

歌手
作詞・作曲家
俳優

シャルル・アズナヴール
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Charles Aznavour
　　　　　　　　　　　　　　（93歳）

フランス/アルメニア

スイス
サン・シュルピス市

旭小
ポーランドにおける日本
研究の発展及び日本文
化の普及に寄与

現　ｱﾀﾞﾑ･ﾐﾂｷｪｳﾞｨﾁ大学
　　新文献学部
　　東洋学科長

エステラ・ジェロムスカ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Estera Żeromska
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

ポーランド

ワルシャワ市

旭小
日本・マレーシア間の文
化交流及び相互理解の
促進に寄与

元　東方政策元留学生
　　同窓会会長

ズキフリ・アブドゥル・マリク
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Zulkifli Abdul Malek
　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

マレーシア

スランゴール州
スバンジャヤ市
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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･マレーシア間の観
光促進及び経済関係強
化に寄与

現　YTL(株)取締役社長

フランシス・ヨー・ソック・ピン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Francis Yeoh Sock Ping
　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

マレーシア

直轄区
クアラルンプール市

旭小

杉原千畝を通じた対日
理解の促進及び日本・リ
トアニア間の文化交流に
寄与

現　杉原「命の外交官」
　　財団理事長
元　国会議員

ラムーナス・ガルバラビチュウス
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ramunas Garbaravicius
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

リトアニア

カウナス市

旭小
日本･ロシア間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

現　ﾀﾀﾙｽﾀﾝ日本文化情報ｾﾝﾀｰ
　　「さくら」所長

アシヤ・ユスフォヴナ・サディコヴァ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Asiia Yusufovna Sadykova
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

ロシア

タタルスタン共和国
カザン市

旭双

アメリカ合衆国における
日本文化の紹介及び日
本・アメリカ合衆国間の
相互理解の促進に寄与

元　森上博物館・
　　日本庭園理事長
現　ﾃﾞﾙﾚｲﾋﾞｰﾁ市宮津市
　　姉妹都市交流委員会会長

 

デイビッド・ウィリアム・シュミット
　　　　　　　　　　　　　　（男）
David William Schmidt
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

アメリカ合衆国

フロリダ州
デルレイビーチ市
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在外外国人

賞賜 功労概要 主要経歴

（勲等・勲章）（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
の友好親善に寄与

元　ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞ日本人会会長

ロバート・A・ターナー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert A. Turner
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

アメリカ合衆国

ルイジアナ州
ニューオリンズ市

旭双
日本･アメリカ合衆国間
の経済関係の強化及び
相互理解の促進に寄与

元　全米日系人博物館
　　理事長
元　ｱﾒﾘｶﾝ･ﾌｨｯｼｭ（株）社長

アーネスト・ドイザキ
土斐崎　義久
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ernest Doizaki
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
ロサンゼルス市

旭双
アメリカ合衆国における
日系人の福祉向上及び
対日理解の促進に寄与

元　非営利法人気持ち会
    事務局長
    (創設者･総責任者)
元　ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ州立大学
　　ｱｼﾞｱ研究所講師
現　ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ日本町
　　ﾀｽｸﾌｫｰｽ事務局長
現　ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ市消防局副会長

スティーブン・コレノリ・ナカジョウ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Stephen Korenori Nakajo
　　　　　　　　　　　　　　（71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

日本企業支援並びに日
本・アメリカ合衆国間の
相互理解の促進及び友
好親善に寄与

元　ﾊﾞﾄﾙｸﾘｰｸ公団社長

ジェイムズ・F・ヘティンジャー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
James F. Hettinger
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

アメリカ合衆国

ミシガン州
フェンビル市
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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

旭双

アルゼンチンにおける日
系人の福祉向上及び日
本・アルゼンチン間の友
好親善に寄与

現　NGO日系ｿﾘﾀﾞﾘｱ代表
　　（創立者）

オラシオ・タマナハ
玉那覇　オラシオ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Horacio Tamanaha
　　　　　　　　　　　　　　（73歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス市

旭双

空手を通じた日本･パラ
グアイ間の交流強化及
び相互理解の促進に寄
与

現　ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ日本空手協会
　　会長（創設者）

ロベルト・エドガルド・ラロサ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roberto Edgardo Larrosa
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

アルゼンチン

パラグアイ
イタプア県

エンカルナシオン市

旭双
エストニアにおける相撲
及び柔道の普及並びに
対日理解の促進に寄与

現　ｴｽﾄﾆｱ相撲協会事務局長
現　欧州相撲連盟事務局長
元　ｴｽﾄﾆｱ柔道協会理事

リホ・ランニクマ－
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Riho Rannikmaa
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

エストニア

西ヴィル県
ヴィンニ町

旭双
オランダにおける弓道の
普及及び日本・オランダ
間の友好親善に寄与

元　ｵﾗﾝﾀﾞ弓道連盟会長

ハンス・デ・ヴェッカー
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hans De Wekker
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

オランダ

北ホラント州
ハーレマーメール市
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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

旭双

カナダにおける日系人
の福利厚生・地位の向
上及び日本文化・日本
語の普及に寄与

元　ｶﾙｶﾞﾘｰ日系人協会会長
現　ｶﾙｶﾞﾘｰ日本語学校理事

ロッキー・ロクジ・オオイシ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rocky Rokuji Oishi
　　　　　　　　　　　　　　（80歳）

カナダ

アルバータ州
カルガリー市

旭双
チェコにおける対日理解
の促進及び日本･チェコ
間の友好親善に寄与

取材ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
日本語翻訳・通訳家

マルチン・ヴァチカージュ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Martin Vackar
　　　　　　　　　　　　　　（71歳）

チェコ

フシネッツ市

旭双
日本･トルコ間の友好親
善及び対日理解の促進
に寄与

元　ﾄﾙｺJICA帰国研修員
　　同窓会創設者･初代会長
元　土日基金理事

ルヒ・エシルゲン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ruhi Esirgen
　　　　　　　　　　　　　　（78歳）

トルコ

アンカラ県
アンカラ市

旭双

日本・バングラデシュの
近代芸術の発展を通じ
た文化交流の促進に寄
与

画家

カジ・ギャスディン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kazi Ghiyasuddin
　　　　　　　　　　　　　　（67歳）

バングラデシュ

ダッカ市
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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

ブラジルにおける日系人
の社会的地位向上並び
に日本・ブラジル間の相
互理解の促進及び友好
親善に寄与

元　ｳﾞｧﾚﾝｻ総合大学教授
現　ｳﾞｧﾚﾝｻ･ﾘｵﾀﾞｽﾌﾛｰﾚｽ
　　日伯文化体育協会会長

オオスギ・ジョウ・ヨシクニ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jo Yoshikuni Osugue
　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

ブラジル

リオデジャネイロ州
ヴァレンサ市

旭双

ブラジルにおける日系人
の社会的地位向上並び
に日本・ブラジル間の文
化交流及び友好親善に
寄与

元　ﾊﾟﾗﾅ日伯元留学生協会
　　会長
現　ｸﾘﾁｰﾊﾞ日伯文化
　　援護協会評議員
元　ｸﾘﾁﾊﾞ市議会議員

ノブテロ・マツダ
松田　信照
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Nobutero Matsuda
　　　　　　　　　　　　　　（89歳）

ブラジル

パラナ州
クリチバ市

旭双

ブラジルにおける柔道の
普及及び日本・ブラジル
間の相互理解の促進に
寄与

現　ﾐｳﾗ道場師範
元　ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱ柔道連盟会長

タケシ・ミウラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Takeshi Miura
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ブラジル

連邦直轄区
ブラジリア市

旭双

音楽を通じた日本・ホン
ジュラス間の交流強化及
び相互理解の促進に寄
与

現　国立音楽学校校長

ネリア・イベリナ・チャバリア・
　　　　　　　　　　デ・ピネダ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Nelia Ivelina Chavarría
                   de Pineda
　　　　　　　　　　　　　　（72歳）

ホンジュラス

フランシスコ・
モラサン県

テグシガルパ市
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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
マレーシアにおける邦人
の福祉向上に寄与

現　ﾏﾊﾒﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･
　　ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｾﾝﾀｰ(ｼﾞｬﾊﾟﾝ･
　　ﾒﾃﾞｨｹｱ)社長兼医師

ベー・チョー・キム
馬 楚欽
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Beh Chor Khim
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

マレーシア

直轄区
クアラルンプール市

旭双
茶道を通じた日本・メキ
シコ間の文化交流の促
進に寄与

現　裏千家淡交会ﾒｷｼｺ
　　協会会長

ロベルト・ベハール・カルデロン
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Roberto Behar Calderon
　　　　　　　　　　　　　　（76歳）

メキシコ

メキシコ市

旭双
日本・メキシコ間の相互
理解の促進及び友好親
善に寄与

現　東北部日墨協会会長
　　（創設者）

リカルド・ペレス・オオタカラ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ricardo Perez Otakara
　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

メキシコ

ヌエボ・レオン州
モンテレイ市

旭双

モーリシャスにおける日
本文化の紹介並びに日
本・モーリシャス間の文
化交流及び友好親善に
寄与

現　全世界空手道連盟
　　新極真会ﾓｰﾘｼｬｽ国
　　支部長
現　ﾓｰﾘｼｬｽ武道連盟
　　極真会会長

アスラム・オスマン・ジーワ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Aslum Osman Jeewa
　　　　　　　　　　　　　　（59歳）

モーリシャス

ポートルイス市
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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

旭単

アメリカ合衆国における
日系人の社会的地位向
上並びに日本・アメリカ
合衆国間の相互理解の
促進及び友好親善に寄
与

ｵﾚｺﾞﾝ日米協会名誉理事

ジョージ・ヨシオ・ナカタ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
George Yoshio Nakata
　　　　　　　　　　　　　　（84歳）

アメリカ合衆国

オレゴン州
ポートランド市

旭単

日本・アメリカ合衆国間
の警備分野における協
力の推進及びアメリカ合
衆国における日本人の
安全確保に寄与

元　ﾆｭｰﾖｰｸ市警察本部
　　警察官

ジョン・プタチェック
　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Ptacek
　　　　　　　　　　　　　　（52歳）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州
ニューヨーク市

旭単

ブラジルにおける日系人
の社会的地位向上並び
に日本・ブラジル間の相
互理解の促進及び友好
親善に寄与

元　ｴﾌｨｼﾞｪﾆｵ･ﾃﾞ･ｻｰﾚｽ
　　農業協同組合長
元　ｴﾌｨｼﾞｪﾆｵ･ﾃﾞ･ｻｰﾚｽ
　　移住地自治会長

ゴロウ・カネヒラ・サトウ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Goro Kanehira Sato
　　　　　　　　　　　　　　（75歳）

ブラジル

アマゾナス州
マナウス市

旭単

ブラジルにおける日系人
の福祉向上及び日本・
ブラジル間の相互理解
の促進に寄与

元　汎ﾊﾟｳﾘｽﾀ日伯文化協会
　　連合会会長
元　ﾏﾘﾘｱ日系文化体育協会
　　会長

ヨシミ・シンタク
　　　　　　　　　　　　　（男）
Yoshimi Shintaku
　　　　　　　　　　　　　（80歳）

ブラジル

サンパウロ州
マリリア市
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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

日本・ブラジル間の経済
関係の強化及びブラジ
ルにおける日系企業の
発展に寄与

元　ﾌﾞﾗｼﾞﾙ戸田建設（株）
　　取締役
現　ﾌﾞﾗｼﾞﾙ戸田建設（株）
　　相談役

オズワルド・ユージ・ナガサワ
　　　　　　　　　　　　　（男）
Osvaldo Yuji Nagasawa
　　　　　　　　　　　　　（72歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭単
ブラジルにおける日系人
の社会的地位向上及び
日本文化の普及に寄与

元　ｱﾚｯｼｬﾝﾄﾞﾚ･ｸﾞｽﾓﾝ
　　農村文化協会会長

ジュンイチ・ハヤカワ
　　　　　　　　　　　　　（男）
Junichi Hayakawa
　　　　　　　　　　　　　（81歳）

ブラジル

連邦区
ブラスランジャ市

旭単
ロシアにおける生け花の
普及を通じた対日理解
の促進に寄与

現　草月流生け花講師

アレクサンドラ・セミョノヴナ・
　　　　　　　　　　クドリャショヴァ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Aleksandra Semenovna
                    Kudryashova
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

ロシア

サハリン州
ユジノサハリンスク市
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在日外国人

旭中

我が国の保険・金融業
界の発展並びに日本・ア
メリカ合衆国間の経済関
係の強化及び友好親善
に寄与

元　米日経済協議会会長･
　　日米財界人会議
　　米側議長
元　在日米国商工会議所
　　会頭
現　ｱﾌﾗｯｸ生命保険（株）
　　代表取締役会長

チャールズ・ディトマース・
　　　　　　　　　　　レイク 二世
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Charles Ditmars Lake Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

アメリカ合衆国

東京都
千代田区

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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【瑞宝章】



在外外国人

瑞中
日本国在外公館活動に
寄与

現　在ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ
　　日本国大使館
　　顧問弁護士

イサンバエフ・ラビリ・
　　　　　ムハメドザキーエヴィチ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Isanbayev Ravil
　　　　　Muxamedzakiyevich
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

ウズベキスタン

タシケント市

瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｴｼﾞﾌﾟﾄ日本国大使館
　　現地職員

メアリー・シャラビー
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Mary Shalaby
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

エジプト

カイロ県
カイロ市

瑞双
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

エリザベス・ファン・デル・ウィント
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Elizabeth van der Wind
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

カナダ

オランダ
南ホラント州
ライデン市

瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾀｲ日本国大使館
　　現地職員

オラワン・トンラムーン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Oravan　Thonglamool
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

タイ

バンコク都

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

瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾀｲ日本国大使館
　　現地職員

スパトラ・ポトング
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Supatra Pothong
　　　　　　　　　　　　　　（66歳）

タイ

バンコク都

瑞双
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾍﾞﾙｷﾞｰ日本国大使館
　　現地職員

オデット・ドゥ・ウィンター
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Odette De Winter
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

ベルギー

ワロン市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ日本国
　　 大使館現地職員

エクトル・オラシオ・マルコ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Héctor Horacio Marcó
　　　　　　　　　　　　　　（70歳）

アルゼンチン

ブエノスアイレス市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾊﾞｰﾚｰﾝ日本国大使館
　　 現地職員

カルナカラ・ベーチャ・シェティ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Karunakara Becha Shetty
　　　　　　　　　　　　　　（62歳）

インド

カルナータカ州
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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　在ﾒﾀﾞﾝ 日本国
　　 総領事館現地職員

シェリー・チュア
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Shelley Chua
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

インドネシア

北スマトラ州
メダン市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｳｶﾞﾝﾀﾞ日本国大使館
　　 現地職員

エリザベス・ナカテ・カジロ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Elizabeth Nakate Kaziro
　　　　　　　　　　　　　　（56歳）

ウガンダ

ワキソ県
ナブウェル準郡

カゾ区

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｷﾞﾆｱ日本国大使館
　　 現地職員

サンデ・カリ・シェリフ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sande Kaly Cherif
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

ギニア

コナクリ市

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

ト・ケンコク
杜　建国
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Du JianGuo
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

中華人民共和国

北京市
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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

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ｻｲﾊﾟﾝ出張駐在官
　　 事務所現地職員

ヴィニー・ローシュ
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Vinnie Reusch
　　　　　　　　　　　　　　（74歳）

デンマーク

アメリカ合衆国
北マリアナ諸島

サイパン島

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 日本国
　　 大使館現地職員

エルッキ・ラハデ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Erkki Lähde
　　　　　　　　　　　　　　（63歳）

フィンランド

ヘルシンキ市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾍﾞﾄﾅﾑ 日本国
　　 大使館現地職員

グエン・ヒュー・タイ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Nguyen Huu Tai
　　　　　　　　　　　　　　（60歳）

ベトナム

ハノイ市

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾍﾞﾄﾅﾑ 日本国
　　 大使館現地職員

ゴー・フオン・ラン
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ngo Phuong Lan
　　　　　　　　　　　　　　（55歳）

ベトナム

ハノイ市
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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

瑞単
日本国在外公館活動に
寄与

元　在ﾙｰﾏﾆｱ日本国大使館
　　現地職員

アナ・バラク
　　　　　　　　　　　　　　（女）
Ana Barac
　　　　　　　　　　　　　　（61歳）

ルーマニア

ブカレスト市
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在日外国人

瑞中
我が国の外交官等に対
するスペイン語教育に寄
与

元　外務省研修所
　　ｽﾍﾟｲﾝ語特別主任講師

カルロス・モリーナ・ロデロ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carlos Molina Rodero
　　　　　　　　　　　　　　（65歳）

スペイン

神奈川県
川崎市

瑞小
教誨師としての活動を通
じた被収容者の改善及
び更生に寄与

現　府中刑務所教誨師
現　東京拘置所教誨師
上智大学名誉教授

ハビエル・バレット・ガラルダ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Javier Barretto Garralda
　　　　　　　　　　　　　　（86歳）

スペイン

東京都
千代田区

瑞小
日本・ベトナム間の経済
関係強化及び対日理解
の促進に寄与

現　早稲田大学教授
元　ﾍﾞﾄﾅﾑ太平洋
　　経済ｾﾝﾀｰ会長

トラン・ヴァン・トゥ
　　　　　　　　　　　　　　（男）
Tran Van Tho
　　　　　　　　　　　　　　（69歳）

ベトナム

東京都
町田市

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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