
在フランクフルト日本国総領事館管轄内 

叙勲及び外務大臣表彰受賞者一覧表（１９８４～現在） 

 

1) 叙勲受賞者一覧 

 
 

 受賞者名 叙勲時期 賞賜 功績概要 

1 
ヨーゼフ・フライ 
Josef Frei 

昭和５９年春 
(1984/04/29) 

瑞三 日独相互理解の促進及び友好親善の増進に寄与 

2 
エードゥアールト・ベンノ・ヨーゼフ・レーベダーク 
Edvard Benno Josef Levedag 

昭和６３年秋 
(1988/11/03) 

瑞三 我が国文学の紹介及び日独文化交流に寄与 

3 
エルゼ・カルボー・トーマス 
Else Kalbow Thomas 

平成４年春 
(1992/04/29) 

宝六 我が国美術の紹介及び日独文化交流に寄与 

4 
ズィークフリート・シャールシュミット 
Siegfried Schaarschmidt 

平成４年秋 
(1992/11/03) 

旭四 
我が国眼科生理・臨床学研究者の指導育成及び日独学術

交流の推進に寄与 

5 
イルムトラウト・シャールシュミット・リヒター 
Irmtraud Schaarschmidt-Richter 

平成４年秋 
(1992/11/03) 

宝四 日本・ドイツ国間の友好親善及び相互理解の促進に寄与 

6 
エーベルハルト・ドット 
Eberhard Dodt 

平成５年春 
(1993/04/29) 

瑞三 日本・ドイツ国間の友好親善及び相互理解の促進に寄与 

7 
アレクサンドラ・シュミット 
Alexandra Schmidt 

平成９年秋 
(1997/11/13) 

瑞五 医療功労 

8 
ルードヴィッヒ・ヘードリッヒ  
Ludwig Hedrich 

平成１３年春 
(2001/04/29) 

瑞五 日本・ドイツ国間の経済及び文化交流の促進に寄与 

9 平山雄義 
平成１３年秋 
(2001/11/03) 

瑞四 日独相互理解の促進及び友好親善の増進に寄与 

10 
ハンス・ユルゲン・モーク 
Hans-Jürgen-Moog 

平成１４年春 
(2002/04/29) 

瑞三 我が国文学の紹介及び日独文化交流に寄与 

11 
ゲルトルート・ローゼマン 
Gertrud Rosemann 

平成１４年秋 
(2002/11/03) 

瑞五 日本の伝統文化の紹介に寄与 

12 真壁禄郎 
平成１５年秋 
(2003/11/03) 

瑞宝小 医療功労及び独日間の医学分野の交流に寄与 



 

13 
ハンス・ヨアヒム・ドリスラー 
Hans-Joachim Drissler 

平成１５年秋 
(2003/11/03) 

旭小 日本・ドイツ国間の経済及び文化交流の促進に寄与 

14 
ウルリッヒ・カルテリエリ 
Ulrich Cartellieri 

平成１８年秋 
(2006/11/03) 

旭重 日本・ドイツ国間の相互理解の増進に寄与 

15 
ハンス・ティートマイヤー 
Hans Tietmeyer 

平成１９年春 
(2007/04/29) 

旭大 日本・ドイツ国間の経済の緊密化に寄与 

16 
ハンス＝ヨアヒム・アロイス・シュテア 
Hans-Joachim Alois Stoehr 

平成１９年春 
(2007/04/29) 

旭小 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

17 
ヨハン・アウバート  
Johann Aubart 

平成１９年秋 
(2007/11/03) 

旭双 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

18 
ギュンター・ヴァイス 
Günter Weiß 

平成１９年秋 
(2007/11/03) 

旭双 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

19 
ラルフ＝ライナー・ヴーテノウ 
Ralph-Rainer Wuthenow 

平成２０年秋 
(2009/1/16) 

旭中 独文学の日本への紹介、日本文学の独への紹介 

20 
ハインリッヒ・コンラッド 
Heinrich Conrad 

平成２２年春 
(2010/04/29) 

旭双 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

21 
エッケハルト・マイ 
Ekkehard May 

平成２４年春 
(2012/04/29) 

旭中 
ドイツにおける俳諧、日本文学を通じた日本研究の発展及び

対日理解促進に寄与 

22 
マンフレット・ゲルハルト・クリシェック 
Manfred Gerhard Krischek 

平成２５年秋 
(2013/11/03 ) 

旭双 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

23 
ライナー・ホフマン 
Rainer Hoffmann 

平成２６年春 
(2014/05/23 ) 

旭中 ドイツリートを日本に広める貢献 

24 
フォルカー・ゲンプト 
Volker Gempt 

平成２７年秋 
(2015/09/11 ) 

旭小 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

25 
クノーブラオホ眞澄 
Masumi Knoblauch 

平成２７年秋 
(2015/11/3) 

旭単 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

26 
アンドレアス・レーモンド・ドンブレット 
Andreas Raymond Dombret 

平成２８年春 
(2016/04/29) 

旭中 日本・ドイツ国間の友好親善に寄与 

27 
クラウス・ペーター・カスパー 
Klaus Peter Kasper 

平成２８年春 
(2016/04/29) 

旭双 日本・ドイツ国間の友好親善と相互理解に寄与 

  



 

2) 外務大臣表彰受賞者一覧 
 
 

 受賞者名 表彰時期 賞賜 功績概要 

1 高橋範子 2003年 7月 外務大臣表彰 
ドイツスポーツユーゲント日独交流に 30年以上勤務。スポー

ツを通じた若者の日独交流を促進。 

2 
社団法人日本語普及センター 

石登紀子 理事長、ｸﾉｰﾌﾞﾗｵﾎ眞澄 事務局長 
2004年 

外務大臣表彰

（団体） 

ドイツにおける日本語の普及、日本伝統・現代文化の紹介に

寄与。 

3 春日井道彦 2011年 11 月 外務大臣表彰 
日本人コミュニティーの運営に積極的に取り組む他、日独交

流にも寄与。 

4 関 盛人 2012年 9月 外務大臣表彰 

日本企業及び日本人の訴訟問題に対し、的確な助言を与え

る等、日本企業のドイツ社会進出を支えた。             

当館の顧問弁護士を長年務めた。 

5 
ボッパルト市 

（ラインラント・プファルツ州） 
2013年 8月 外務大臣表彰 1965年の青梅市との姉妹都市締結以来、日独交流に貢献。 

6 カイザースラウテルン日本庭園 2013年 10 月 外務大臣表彰 
1997年の庭園設立以降、茶道を始め、各種日本文化紹介

活動を実施。 

7 
マリオン・クロムファス 
Marion Klomfaß 

2013年 11 月 外務大臣表彰 

2000年にニッポン・コネクション映画祭を立ち上げて以来、同

映画祭を毎年企画・運営。日本映画、日本文化を当地で紹

介。 

8 
Connichi 実行委員 
 

2014年 9月 外務大臣表彰 
独最古の日本ポップカルチャーのコンベンション（大会）であ

る「Connichi」を主催。 

9 
ウーヴェ・クンプフ 
Uwe Kumpf 
 

2014年 11 月 外務大臣表彰 
剣道の指導者及びヘッセン州剣道連盟会長として、20年以

上にわたり、剣道の普及に尽力。 

10 
上野ミュラー佳子 
Yoshiko Ueno-Müller 

2015年 11 月 外務大臣表彰 
日本酒と食文化のエキスパートとして海外における日本酒の

伝統と文化の普及に尽力。 

11 オッフェンバッハ商工会議所 2015年 8月 外務大臣表彰 

1996年以来、同市の姉妹都市である川越市の川越商工会

議所と協力して「日独ビジネス研修生交流プログラム」を実施

しており、両国の若者の相互理解を促進している。 

 



 

12 全独コスプレ選手権大会 実行委員会 2016年 7月 外務大臣表彰 

来場者数約２７万人を誇る世界最大規模の書籍見本市にお

いて、１０年前からボランティアで独国内最大のコスプレ選手

権大会を開催している。同大会は世界中から訪れる来場者

の注目を集め、独国内では認知度の低かった日本のポップ

カルチャー普及に多大な役割を果たした。 

 


