
NHK関連団体一覧（2016年３月31日現在） 関連事業
役員数（　）内はNHK職員（関連公益法人はNHK役職員）の兼任数再掲

売上高・事業収入は15年度決算値（単位百万円：単位未満切捨て）　※は消費税込み

子会社

関連会社

会社名・代表者 住所・電話・ホームページ 設　立 資本金 NHK
出資額

NHK議決権
比率% 役員数 従業員数

売上高
（NHKからの売上高）

㈱NHKエンタープライズ
　　社長　　　今井　環

東京都渋谷区神山町4-14
　03－3481－7800
　http://www.nhk-ep.co.jp/

89. 6 125,000 101,890 82.2 18（2） 507 54,431（41,637）

㈱NHKエデュケーショナル
　　社長　　　木内　美明

東京都渋谷区宇田川町7-13
　03－3462－8101
　http://www.nhk-ed.co.jp/

89. 5 10,000 6,700 67.0 9（2） 263 23,571（18,623）

㈱NHKグローバルメディアサービス
　　社長　　　石田　研一

東京都渋谷区神山町9-2
　03－3481－1191
　http://www.nhk-g.co.jp/

88. 2 43,500 24,950 72.7 13（4） 385 22,322（19,244）

㈱日本国際放送
　　社長　　　冷水　仁彦

東京都渋谷区神南1-19-4
　03－3464－8911
　http://www.jibtv.com/

08. 4 39,000 20,000 51.3 13（3） 65 7,957（ 6,084）

㈱NHKプラネット
　　社長　　　森崎　義人

東京都渋谷区神山町5-20
　03－3481－7857
　http://www.nhk-pn.jp/

88.12 35,850 18,594 52.2 9（3） 201 7,810（ 5,383）

㈱NHKプロモーション
　　社長　　　旭　　充

東京都渋谷区神山町5-5
　03－5790－6420
　http://www.nhk-p.co.jp/

77.10 10,000 5,700 60.6 9（2） 49 8,285（   956）

㈱NHKアート
　　社長　　　軽部　　淳

東京都渋谷区富ヶ谷1-14-7
　03－3481－2881
　http://www.nhk-art.co.jp/

61. 7 20,000 12,670 65.4 10（3） 249 16,040（10,128）

㈱NHKメディアテクノロジー
　　社長　　　児野　昭彦

東京都渋谷区神山町4-14
　03－3481－7820
　http://www.nhk-mt.co.jp/

84.10 38,000 26,698 73.0 13（4）1,172 31,725（23,891）

㈱NHK出版
　　社長　　　小泉　公二

東京都渋谷区宇田川町41-1
　03－3464－7311
　http://www.nhk-book.co.jp/

31. 4 6,480 3,300 50.9 10（2） 238 14,365（    62）

㈱NHKビジネスクリエイト
　　社長　　　八幡　恒二

東京都渋谷区神南1-13-8
　03－3476－6601
　http://www.nhk-bc.co.jp/

81. 2 20,500 5,000 14.2 11（2） 487 9,733（ 5,187）

㈱NHKアイテック
　　社長　　久保田　啓一

東京都渋谷区神南1-4-1
　03－5456－4711
　http://nhkitec.com/

69. 7 30,000 15,100 50.3 15（3） 816 32,737（18,019）

㈱NHK文化センター
　　社長　　　黒木　隆男

東京都港区南青山1-1-1
　03－3475－1359
　http://www.nhk-cul.co.jp/

78.12 10,000 2,000 10.0 7（2） 162 7,537（    31）

NHK営業サービス㈱
　　社長　　　西田　文則

東京都渋谷区富ヶ谷1-17-10
　03－5454－0511
　http://www.nhk-nbs.co.jp/

90. 1 10,000 12,000 83.4 8（2） 799 10,662（ 9,942）

万円 万円 百万円

会社名・代表者 住所・電話・ホームページ 設　立 資本金 NHK
出資額
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（NHKからの売上高）

㈱放送衛星システム
　　社長　　　矢橋　　隆

東京都渋谷区富ヶ谷1-16-4
　03－5453－6521
　http://www.b-sat.co.jp/

93. 4 1,500,000 749,970 49.998 16（4） 71 11,775（   810）

NHK Cosmomedia America
　　社長　　　滝口　健一郎

100 Broadway 15th Fl. New York. NY 10005　U.S.A.
http://www.nhkcosmomedia.com/ja 90.12 1,612万$ － － 10（1） 34 3,375（   0万$）

NHK Cosmomedia（Europe）
　　社長　　　楢島　文男

65 Clifton Street, London, EC2A 4JE, UK
http://www.nhk-cm.co.uk/ 89.11 698万£ － － 8（1） 25 1,047（   0万£）

㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
　　社長　　　内田　博之

東京都渋谷区渋谷1-1-8
　03－3498－2660
　http://www.b-cas.co.jp

00. 2 150,000 27,630 21.0 11（1） 16 4,722（   365）

万円 万円 百万円
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関連公益法人等
団体名・代表者 住所・電話・ホームページ 設　立 基本財産

基本金
NHK
出資額

NHK議決権
比率% 役員数 従業

員数
事業収入

（NHKからの収入）

（一財）NHKサービスセンター
　　理事長　　米本　　信

東京都渋谷区宇田川町41-1
　03－3464－1687
http://www.nhk-sc.or.jp/

51. 2 0 － － 11（1）232 10,146（ 6,398）

（一財）NHKインターナショナル
　　理事長　　原田　　誠

東京都渋谷区宇田川町7-1
　03－3464－1823
http://www.nhkint.or.jp/

80. 7 10,000 － － 7（1） 41 1,633（ 1,024）

（一財）NHKエンジニアリングシステム
　　理事長　　藤澤　秀一

東京都世田谷区砧1-10-11
　03－5494－2400
http://www.nes.or.jp/

81.12 3,000 － － 11（1） 72 1,699（ 1,463）

（一財）NHK放送研修センター
　　理事長　　大西　典良

東京都世田谷区砧1-10-11
　03－3415－7111
http://www.nhk-cti.jp/

85. 8 10,000 － － 9（1） 69 1,618（ 1,230）

㈻日本放送協会学園
　　理事長　　太田　文雄

国立市富士見台2-36-2
　042－572－3151
http://www.n-gaku.jp/

62.10 375,629 － － 8（3）113 3,463（   350）

（公財）NHK交響楽団
　　理事長　　木田　幸紀

東京都港区高輪2-16-49
　03－5793－8111
http://www.nhkso.or.jp/

42. 4 3,000 － － 11（1）133 2,938（ 1,410）

（福）NHK厚生文化事業団
　　理事長　　浅谷　友一郎

東京都渋谷区神南1-4-1
　03－3476－5955
http://www.npwo.or.jp/

60. 8 10,040 － － 12（2） 14 416（   159）

日本放送協会健康保険組合
　　理事長　　角田　幹夫

東京都渋谷区神南2-2-1
　03－5455－5637 43. 4 － － － 26（24） 61 保険料等収入  11,123

（一財）日本放送協会共済会
　　理事長　　北爪　秀樹

東京都渋谷区宇田川町41-1
　03－3464－4611 55. 2 275,297 － －  15（10）128 ※一般会計  3,100

※特別会計  4,339
注．（一財）：一般財団法人，㈻：学校法人，（公財）：公益財団法人，（福）：社会福祉法人

万円 百万円
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第1回（昭和24年度）

　山田　耕筰 作曲家，指揮者

　宮城　道雄 邦楽演奏家（箏曲）

　徳川　夢声 俳優，著述業

第2回（昭和25年度）

　堀内　敬三 音楽評論家，訳詞，作曲

　夏川　静江 俳優

　久保田　万太郎 作家
　町田　佳聲 邦楽・民謡研究家

第3回（昭和26年度）

　松永　和風 邦楽演奏家（長唄）

　山本　安英 俳優

　真船　豊 劇作家

　青山　杉作 ラジオドラマ演出家

　土岐　善麿 放送用語委員

　高柳　健次郎 日本ビクター顧問

第4回（昭和27年度）

　古関　裕而 作曲家

　豊竹　山城少掾 邦楽演奏家（義太夫），
　 人間国宝

　水谷　八重子 俳優

　菊田　一夫 放送劇作家

第5回（昭和28年度）

　山田　抄太郎 邦楽演奏家（長唄），

　 人間国宝

　中村　吉右衛門 歌舞伎俳優
　八木　隆一郎 劇作家

　颯田　琴次 東京大学教授

第6回（昭和29年度）

　藤原　義江 オペラ歌手，

　 藤原歌劇団研究所理事長

　旭堂　南陵 講談師

　春風亭　柳橋 落語家

　喜多村　緑郎 俳優，人間国宝

　北條　秀司 劇作家

　金田一　京助 国学院大学教授

第7回（昭和30年度）

　ジョセフ・ローゼンストック 指揮者
　芳村　伊十郎 邦楽演奏家（長唄）

　三遊亭　金馬 落語家

　伊馬　春部 脚本家

　丹羽　保次郎 東京電機大学学長

第8回（昭和31年度）

　有馬　大五郎 NHK交響楽団事務長（理事）

　桂　三木助 落語家

　北村　寿夫 脚本家

　柳田　國男 民俗学者

　西本　三十二 国際基督教大学教授，

 日本放送教育協会理事長

第9回（昭和32年度）

　藤山　一郎 歌手

　飯沢　匡 劇作家

　河竹　繁俊 早稲田大学文学部教授

　波多野　完治 お茶の水女子大学

　 教育学部長

　千葉　雄次郎 東京大学教授，

　 東大新聞研究所所長

　星合　正治 東京大学・名古屋大学教授

第10回（昭和33年度）

　常磐津　文字兵衛 邦楽演奏家（常磐津），
　 人間国宝

　杉村　春子 俳優

　内村　直也 劇作家

　長沖　一 ドラマ作家

　岩淵　悦太郎 国立国語研究所第 1部長

第11回（昭和34年度）

　清元　寿兵衞 邦楽演奏家（清元），

　 人間国宝

　榎本　健一 喜劇俳優

　水木　洋子 劇作家

　坂元　彦太郎 お茶の水女子大学教授，

　 同附属小学校長

　平沢　和重 ジャパン・タイムス主筆

　古賀　逸策 東京大学工学部長

第12回（昭和35年度）

　野村　光一 音楽評論家

　市川　猿之助 歌舞伎俳優

　花菱　アチャコ 喜劇俳優
　山崎　匡輔 放送教育研究会全国

　 連盟理事長

　唐島　基智三 政治評論家

　山本　勇 東京工業大学名誉教授，

　 電気通信大学学長

第13回（昭和36年度）

　西條　八十 作詞家

　清元　栄寿郎 邦楽演奏家（清元），

　 人間国宝

　柳家　金語楼 喜劇俳優

　田中　澄江 作家

　小川　芳男 東京外国語大学学長

　永井　健三 東北大学教授

第14回（昭和37年度）

　増沢　健美 音楽評論家

　武田　忠一郎 民謡研究家

　サトウ　ハチロー 詩人
　浪花　千栄子 俳優

　坂西　志保 評論家

　内藤　多仲 早稲田大学名誉教授

第15回（昭和38年度）

　藤浦　洸 詩人

　渋谷　天外 喜劇俳優，劇作家，

　 松竹新喜劇主宰者

　渡辺　紳一郎 朝日新聞社社友

　花柳　章太郎 俳優，人間国宝

　宮沢　俊義 立教大学法学部長，

　 東京大学名誉教授

　神風　正一 NHK大相撲解説者

第16回（昭和39年度）

　古賀　政男 作曲家，

　 日本作曲家協会会長

　竹本　綱大夫 邦楽演奏家（義太夫），

　 人間国宝

　加藤　道子 俳優

　森繁　久彌 俳優

　村上　元三 作家

　森戸　辰男 NHK学園高等学校校長

　マルチェロ・ロディノ EBU会長
　阪本　捷房 東京大学工学部長

　林　知己夫 文部省統計数理研究所

　 第 2研究部長

435件・437人
　日本放送協会放送文化賞受賞者一覧　（受賞時の主な肩書）放送文化賞
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第17回（昭和40年度）

　西川　鯉三郎 日本舞踊家

　山本　嘉次郎 映画監督

　長崎　抜天 漫画家

　池田　弥三郎 慶応義塾大学教授

　福原　麟太郎 英文学者，

　 共立女子大学教授

　玉の海　梅吉 NHK大相撲解説者

第18回（昭和41年度）

　尾上　松緑 歌舞伎俳優

　滝沢　修 俳優

　東山　千栄子 俳優

　茂木　草介 放送作家

　更科　源蔵 詩人，郷土史家

　臼井　吉見 評論家

　阿部　清 京都大学名誉教授

第19回（昭和42年度）

　宮沢　縦一 音楽評論家

　野澤　喜左衞門 邦楽演奏家（義太夫），
　 人間国宝

　市川　左団次 歌舞伎俳優

　高橋　雄豺 読売新聞社顧問

　池島　信平 文芸春秋社社長

　広田　友義 早稲田大学教授

第20回（昭和43年度）

　米川　文子 邦楽演奏家（箏曲），

　 人間国宝

　中村　鴈治郎 歌舞伎俳優

　一龍斎　貞丈 講談師

　相島　敏夫 法政大学出版局長

　佐藤　尚武 日本国連協会会長，

　 日本ユニセフ協会会長

　美土路　昌一 朝日新聞社社友

　福山　甚三郎 福山醸造社長

　篠原　卯吉 名古屋大学学長

第21回（昭和44年度）

　安川　加寿子 ピアニスト，

　 東京芸術大学教授

　宇野　信夫 劇作家

　吉川　幸次郎 京都大学名誉教授

　高田　元三郎 毎日新聞社最高顧問，

　 放送番組向上委員会委員長

　福良　俊之 経済評論家

　原　安三郎 日本化薬社長

　高木　昇 東京大学名誉教授，

　 日本大学教授

第22回（昭和45年度）

　坂東　三津五郎 歌舞伎俳優
　井上　八千代 日本舞踊家

　酒井　雲 浪曲師

　宝井　馬琴 講談師

　天野　貞祐 独協学園学園長

　松本　亨 フェリス女学院大学教授

　茅　誠司 東京大学名誉教授

　東畑　精一 東京大学名誉教授

　浜田　成徳 エレクトロニクス協議会会長

第23回（昭和46年度）

　東海林　太郎 歌手

　吉川　英史 音楽評論家，

　 武蔵野音楽大学教授

　手塚　富雄 東京大学名誉教授，

　 共立女子大学教授

　有光　次郎 東京家政大学学長

　時實　利彦 東京大学名誉教授，

　 京都大学霊長類研究所教授

　長谷部　忠 朝日新聞社顧問

　工藤　昭四郎 東京都民銀行頭取

　信井　斉蔵 ラジオテレビ電気販売店

　 協同組合理事長

　実吉　純一 東京工業大学名誉教授，

　 千葉工業大学教授

第24回（昭和47年度）

　巌本　真理 バイオリニスト

　鶴澤　寛治 邦楽演奏家（義太夫），

　 人間国宝

　古今亭　今輔 落語家

　小野田　勇 放送作家

　海音寺　潮五郎 作家
　我妻　栄 東京大学名誉教授

　中島　健蔵 評論家

　小西　得郎 プロ野球評論家

　高木　純一 早稲田大学教授

第25回（昭和48年度）

　朝比奈　隆 大阪フィルハーモニー

　 交響楽団常任指揮者

　中村　歌右衛門 歌舞伎俳優
　棟方　志功 版画家

　蠟山　政道 東京都教育委員会委員長

　佐伯　達夫 日本高等学校野球連盟会長

　武蔵川　喜偉 日本相撲協会相談役

　川上　正光 東京工業大学学長

第26回（昭和49年度）

　市丸 歌手，

　 江戸小唄中村派家元

　尾上　梅幸 歌舞伎俳優

　秋田　實 作家，大阪芸術大学教授

　谷川　徹三 法政大学名誉教授

　植松　正 一橋大学名誉教授

　中山　伊知郎 一橋大学名誉教授

　堀越　禎三 日本ウジミナス社長

　松下　幸之助 松下電器産業・

　 日本ビクター相談役

　金原　淳 名古屋大学名誉教授

第27回（昭和50年度）

　吉田　雅夫 フルート奏者

　淡谷　のり子 歌手

　樋口　清之 国学院大学教授

　和達　清夫 日本学士院長

　鶴岡　一人 NHK野球解説者

　平山　孝 日本観光協会名誉会長

　小池　勇二郎 松下技研社長

第28回（昭和51年度）

　中能島　欣一 邦楽演奏家（箏曲），

　 人間国宝，

　 東京芸術大学名誉教授

　梅中軒　鶯童 浪曲師

　宇野　重吉 俳優

　金田一　春彦 上智大学教授

　浅野　均一 日本陸上競技連盟名誉

　 副会長

　井深　大 ソニー名誉会長

第29回（昭和52年度）

　中村　勘三郎 歌舞伎俳優

　松本　清張 作家

　中村　汀女 俳人

　鈴木　竹雄 東京大学名誉教授，

　 法務省特別顧問

　村田　為五郎 経済評論家

　早川　徳次 シャープ会長

　網島　毅 愛知工業大学教授，

　 総理府宇宙開発委員



第４部　資料編｜NHK

NHK年鑑’16 748

第30回（昭和53年度）

　ミヤコ　蝶々 俳優

　橋田　壽賀子 放送作家

　平岩　弓枝 作家

　服部　四郎 東京大学名誉教授，

　 日本学士院会員

　吉野　俊彦 経済評論家

　大山　康晴 日本将棋連盟会長，

　 将棋十五世名人

　岡村　總吾 東京大学名誉教授，

　 日本学術振興会監事

第31回（昭和54年度）

　森　正 指揮者，

　 桐朋学園大学教授

　松本　幸四郎 歌舞伎俳優

　沢村　貞子 俳優

　藤堂　明保 中国語学者，

　 早稲田大学客員教授

　高橋　義孝 ドイツ文学者，評論家

　村山　リウ 評論家

　小林　宏治 日本電気会長

第32回（昭和55年度）

　武原　はん 日本舞踊家

　片岡　仁左衞門 歌舞伎俳優
　山田　太一 作家

　井上　靖 作家

　稲葉　秀三 評論家

　坂田　栄男 囲碁棋士，

　 日本棋院理事長

　瀧　保夫 東京理科大学工学部教授

第33回（昭和56年度）

　村田　武雄 国立音楽大学名誉教授

　清元　志寿太夫 邦楽演奏家（清元），
　 人間国宝

　向田　邦子 放送作家

　城山　三郎 作家

　竹内　均 東京大学名誉教授，

　 雑誌「ニュートン」編集長

　田中　二郎 東京大学名誉教授

　桑原　武夫 京都大学名誉教授

　川上　哲治 野球評論家

　牧島　象二 東京大学名誉教授

第34回（昭和57年度）

　ウォルフガング・サヴァリッシュ 指揮者
　中村　メイコ 俳優

　早坂　暁 放送作家

　扇谷　正造 評論家，

　 日本青少年研究会理事長

　土井　勝 料理研究家，

　 土井勝料理学校長

　澤崎　憲一 東京芝浦電気顧問

第35回（昭和58年度）

　長岡　輝子 俳優，演出家

　黒柳　徹子 俳優

　永井　道雄 国連大学学長特別顧問

　坪井　清足 奈良国立文化財研究所長

　草柳　大蔵 評論家

　斎藤　成文 東京大学名誉教授

第36回（昭和59年度）

　森　光子 俳優

　陳　舜臣 作家

　柴田　武 言語学者

　加藤　一郎 成城学園学園長

　春日野　清隆 日本相撲協会理事長

　平山　博 早稲田大学理工学部教授

第37回（昭和60年度）

　芥川　也寸志 作曲家

　笠　智衆 俳優

　司馬　遼太郎 作家

　向坊　隆 東京大学名誉教授

　牧野　直隆 日本高等学校野球連盟会長

　宮川　洋 東京大学工学部教授

第38回（昭和61年度）

　竹本　越路大夫 邦楽演奏家（義太夫），
　 人間国宝

　柳家　小さん 落語家

　小林　桂樹 俳優

　平山　郁夫 日本画家，東京芸術大学

　 美術学部教授

　柳田　邦男 ノンフィクション作家

　西澤　潤一 東北大学電気通信研究所教授

第39回（昭和62年度）

　吉田　秀和 音楽評論家

　北林　谷栄 俳優

　暉峻　康隆 早稲田大学名誉教授

　高階　秀爾 東京大学文学部教授

　伊藤　毅 早稲田大学理工学部教授

　猪瀬　博 東京大学名誉教授，

　 学術情報センター所長

第40回（昭和63年度）

　加藤　芳郎 漫画家

　市川　平三郎 国立がんセンター病院長

　樋口　隆康 奈良県立橿原考古学研究所

　 所長，京都大学名誉教授

　吉國　一郎 元内閣法制局長官

　二子山　勝治 日本相撲協会理事長

　宇都宮　敏男 東京理科大学理工学部教授，

　 東京大学名誉教授

第41回（平成元年度）

　團　伊玖磨 作曲家，指揮者

　夢路　いとし 漫才師

　喜味　こいし 漫才師

　奈良岡　朋子 俳優

　河合　雅雄 日本モンキーセンター所長

　岡野　俊一郎 日本オリンピック委員会

　 専務理事

　熊谷　信昭 大阪大学総長

第42回（平成2年度）

　海老澤　敏 国立音楽大学理事長・学長

　石本　美由起 作詞家

　八千草　薫 俳優

　古橋　廣之進 日本オリンピック委員会会長，

　 日本大学教授

　高橋　昭博 広島平和文化センター事業部長

　大越　孝敬 東京大学教授

第43回（平成3年度）

　杵屋　佐登代 邦楽演奏家（長唄），

　 人間国宝

　永　六輔 放送タレント（放送作家）

　梅原　猛 国際日本文化センター所長

　森　政弘 東京工業大学名誉教授

　宮崎　勇 大和総研理事長

　飯島　宗一 愛知芸術文化センター総長
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第44回（平成4年度）

　岩城　宏之 指揮者，N響正指揮者

　𠮷田　正 作曲家

　中村　芝翫 歌舞伎俳優

　ドナルド・キーン 日本文学研究家，
　 コロンビア大学名誉教授

　立川　涼 愛媛大学農学部教授

　谷　勝馬 日本オーディオ協会副会長，

　 ティアック社長

第45回（平成5年度）

　武満　徹 作曲家

　内海　桂子 漫才師

　内海　好江 漫才師

　坂田　俊文 東海大学教授

　末松　安晴 東京工業大学名誉教授

　江藤　淳 文芸評論家，作家

　千　宗室 茶道家

第46回（平成6年度）

　中田　喜直 作曲家

　吉田　簑助 人形浄瑠璃文楽座技芸員

　島田　正吾 俳優

　岸　宏子 脚本家

　曽野　綾子 作家

　外山　滋比古 昭和女子大学教授

　江尻　光一 園芸研究家

　平岩　外四 東京電力相談役

　森園　正彦 ソニー技術最高顧問

第47回（平成7年度）

　遠藤　実 作曲家

　仲代　達矢 俳優

　西澤　實 放送劇作家

　河合　隼雄 国際日本文化研究センター所長

　倉嶋　厚 気象キャスター

　上村　洸 東京理科大学理学部

　 第 1部学部長

　長谷川　伸 東京工芸大学芸術学部教授

第48回（平成8年度）

　桂　米朝 落語家

　永井　路子 作家

　金子　兜太 俳人

　木村　尚三郎 東京大学名誉教授

　青木　半治 日本陸上競技連盟会長

第49回（平成9年度）

　茂山　千作 能狂言師，人間国宝

　草笛　光子 俳優

　瀬戸内　寂聴 作家

　伊藤　正己 東京大学名誉教授

　立花　隆 ノンフィクション作家，評論家

　境川　尚 日本相撲協会理事

第50回（平成10年度）

　星野　哲郎 作詞家

　中村　雀右衛門 歌舞伎俳優
　池内　淳子 俳優

　須田　輪太郎 国際人形劇連盟名誉会員

　ジェームス三木 脚本家
　杉本　苑子 作家

　中村　元 東方学院院長

　長尾　真 京都大学総長

第51回（平成11年度）

　市村　羽左衛門 歌舞伎俳優
　小塩　節 フェリス女学院学院長

　羽鳥　光俊 文部省学術情報センター教授

　船村　徹 作曲家

　中村　紘子 ピアニスト

　宮尾　登美子 作家

第52回（平成12年度）

　伊東　四朗 喜劇役者

　髙原　須美子 経済評論家

　冨田　勲 作曲家

　三善　晃 作曲家

　毛利　衛 宇宙飛行士

　山本　英一郎 全日本アマチュア野球連盟会長

第53回（平成13年度）

　池辺　晋一郎 作曲家

　笑福亭　仁鶴 落語家

　髙野　悦子 岩波ホール総支配人

　高橋　克彦 作家

　時津風　勝男 日本相撲協会前理事長

　堀内　和夫 早稲田大学名誉教授

第54回（平成14年度）

　市川　森一 作家，脚本家

　河竹　登志夫 日本演劇協会会長

　シャルル・デュトワ NHK交響楽団音楽監督
　日野原　重明 聖路加国際病院理事長

　山折　哲雄 国際日本文化研究センター所長

　吉永　小百合 俳優

第55回（平成15年度）

　安藤　忠雄 建築家，東京大学名誉教授

　岩下　志麻 俳優

　内川　芳美 東京大学名誉教授

　堺屋　太一 作家，経済評論家

　田端　義夫 歌手

　辻井　重男 中央大学教授

第56回（平成16年度）

　天野　祐吉 コラムニスト

　淡島　千景 俳優

　島倉　千代子 歌手

　白井　克彦 早稲田大学総長

　竹本　住大夫 人形浄瑠璃文楽太夫

　水谷　修 名古屋外国語大学学長

第57回（平成17年度）

　大石　芳野 フォトジャーナリスト

　小澤　征爾 ウィーン国立歌劇場音楽監督

　岸　　惠子 俳優，作家

　多田　富雄 東京大学名誉教授

　二木　謙一 国学院大学文学部特任教授

　安田　靖彦 早稲田大学理工学術院教授

第58回（平成18年度）

　王　　貞治 福岡ソフトバンクホークス監督

　城戸崎　愛 料理研究家

　坂田　藤十郎 歌舞伎俳優

　塩野　宏 東京大学名誉教授

　高見　のっぽ 俳優，作家，歌手

　平井　聖 昭和女子大学学長

第59回（平成19年度）

　清水　英夫 青山学院大学名誉教授，弁護士

　田中　徹二 日本点字図書館理事長

　中村　慶久 東北大学名誉教授

　半藤　一利 ノンフィクション作家

　藤村　志保 俳優

　渡　　哲也 俳優
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第60回（平成20年度）

　伊賀　健一 東京工業大学学長

　石坂　浩二 俳優

　井上　ひさし 作家，劇作家

　内橋　克人 経済評論家

　緒形　拳 俳優

　澄川　喜一 彫刻家，東京芸術大学名誉教授

　田辺　聖子 小説家

　田部井　淳子 登山家

　松坂　慶子 俳優

　皆川　達夫 立教大学名誉教授

第61回（平成21年度）

　五木　寛之 作家

　今井　秀樹 中央大学教授

　北島　三郎 歌手

　澤地　久枝 作家

　辰巳　芳子 料理家

　鳥飼　玖美子 立教大学教授

第62回（平成22年度）

　青柳　正規 国立西洋美術館館長

　池端　俊策 脚本家

　小沢　愼治 愛知工科大学教授

　桂　三枝 落語家

　鎌田　實 諏訪中央病院名誉院長

　外山　雄三 NHK交響楽団正指揮者

　富司　純子 俳優

第63回（平成23年度）

　あさの　あつこ 作家
　加山　雄三 俳優，歌手

　古井　貞熙 東京工業大学名誉教授・

　 特命教授

　南　安雄 作・編曲・指揮者

　吉岡　幸雄 染織史家

　若尾　文子 俳優

第64回（平成24年度）

　穐吉　敏子 ジャズピアニスト

　天野　隆子 時代考証家

　金子　成人 脚本家

　鎌田　七男 広島原爆被爆者

　 援護事業団理事長

　鈴木　登紀子 料理研究家

　中田　明成 演芸作家

　中村　勘三郎 歌舞伎俳優
　（故人）

　西田　敏行 俳優

　花柳　壽輔 日本舞踊花柳流

　 四世宗家家元

　宮原　秀夫 情報通信研究機構

　 理事長

 特別功労賞
　なでしこジャパン（日本女子代表）

第65回（平成25年度）

　今村　文彦 東北大学災害科学国際
　 研究所津波工学教授

　内田　龍男 国立高等専門学校機構理事，

　 仙台高等専門学校校長

　大原　謙一郎 公益財団法人大原美術館理事長

　篠　弘 歌人，日本文芸家協会理事長

　平尾　昌晃 作曲家

　宮本　信子 俳優

第66回（平成26年度）

　絹谷　幸二 文化功労者（日本芸術院会員），
　 東京芸術大学名誉教授

　熊倉　一雄 俳優，声優

　竹下　景子 俳優

　立川　志の輔 落語家

　原島　博 東京大学名誉教授

　ペギー葉山 歌手

　星野　仙一 東北楽天ゴールデンイーグルス・
　 シニアアドバイザー

　村田　吉弘 NPO法人日本料理アカデミー
　 理事長

　若田　光一 JAXA宇宙飛行士

第67回（平成27年度）

　尾上　菊五郎 歌舞伎俳優

　 （重要無形文化財保持者・文化功労者）

　髙畑　文雄 早稲田大学理工学術院教授

　竹内　誠 東京都江戸東京博物館館長

　津川　雅彦 俳優

　ヘルベルト・ブロムシュテット NHK交響楽団名誉指揮者
　由紀　さおり 歌手
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