
平成29年春の外国人叙勲

在外外国人

旭大

我が国の安全保障及び
自衛隊の充実・発展、日
本･アメリカ合衆国間の
友好親善の促進に寄与

元　在日ｱﾒﾘｶ合衆国軍司令官
　　 兼第５空軍司令官（中将）

ジョン・ローレンス・ドーラン
 　　　　　　　　　　　　　　　 （男）
John Lawrence Dolan
               　　　　　　        （５３歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

旭大
日本・インド間の関係強
化及び友好親善に寄与

元　法務大臣
元　対日関係首相特使
元　商工担当大臣
元　接伴大臣
元　印日議員フォーラム議長
現　ＳＴＳフォーラム理事

アシュワニ・クマール
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ashwani Kumar
　　　　　　　　　　　　　　　　（６４歳）

インド

デリー準州
ニューデリー市

旭大
国連における日本の地
位向上及び日本・国連
間の関係強化に寄与

第69回国連総会議長
現　外務大臣

サム・カハンバ・クテサ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sam Kahamba Kutesa
　　　　　　　 　　　　　　　 　（６８歳）

ウガンダ

カンパラ市

旭大
日本の科学技術研究教
育分野の発展に寄与

元　（独）沖縄科学技術研究基
　　盤整備機構理事長（初代）
ノーベル賞(生理学･医学賞）
受賞者（平成１４年）

シドニー・ブレナー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Sydney Brenner
                    　　　　　　   （９０歳）

英国

シンガポール

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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平成29年春の外国人叙勲

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・ケニア間の経済関
係の強化及び友好親善
に寄与

現　外務長官
第６回アフリカ開発会議
(TICAD)閣僚級事前会合
共同議長

アミナ・Ｃ ・モハメド
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Amina C. Mohamed
　　　　　　　 　　　　　　　　 （５５歳）

ケニア

ナイロビ郡

旭大
日本・大韓民国間の経
済分野における関係強
化に寄与

元　大韓商工会議所会長
現　ＣＪグループ代表
    理事会長

ソン・ギョンシク
孫　京植
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
SOHN Kyung Shik
　　　　　　 　　　　　　　　 　（７７歳）

大韓民国

ソウル特別市

旭大
日本・大韓民国間の議
員交流及び相互理解の
促進に寄与

元　国会議長
元　韓日議員連盟顧問
元　韓日議員連盟朝鮮
　　通信使特別委員会
　　委員長

チョン・ウィファ
鄭　義和
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Chung Ui-Hwa
　　　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

大韓民国

釜山広域市

旭重
日本・アメリカ合衆国間
の相互理解及び経済関
係の強化に寄与

元　インディアナ州知事
元　連邦政府行政管理予算
    局長官
現　パデュー大学学長

ミッチェル・アライアス・ダニエルズ・
　　　　　　　　　　　　　　　　ジュニア
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mitchell Elias Daniels, Jr.
　　　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

アメリカ合衆国

インディアナ州
ウエストラファイエット市
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平成29年春の外国人叙勲

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

我が国の安全保障及び
自衛隊の充実・発展、日
本・アメリカ合衆国間の
友好親善の促進に寄与

元　アメリカ合衆国太平洋
　　海兵隊司令官（中将）
元　在日アメリカ合衆国軍
　　副司令官

ジョン・アロイシアス・トゥーラン・
　　　　　　　　　　　　　　　ジュニア
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
John Aloysius Toolan, Jr.
                     　　　　　　  （６２歳）

アメリカ合衆国

ワシントンDC

旭重
日本・アルジェリア間の
関係強化及び友好親善
に寄与

元　駐日アルジェリア大使

スリム・タハール・デバガ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Slim Tahar Debagha
                     　　　　　　　（８０歳）

アルジェリア

アルジェ県
アルジェ市

旭重
日本・インドネシア間の
友好親善及び相互理解
の促進に寄与

元　駐日インドネシア大使
元　日インドネシアＥＰＡ
    交渉首席代表
現　国防大臣顧問

スマディ・ジョコ・ムルジョノ・
　　　　　　　ブロトディニンラット
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Soemadi Djoko Moerdiono
　　　　　　　　　　Brotodiningrat
　　　　　　　 　　　　　　 　  （７５歳）

インドネシア

ジャカルタ首都特別州
南ジャカルタ市

旭重

国際社会における日本
人拉致問題等北朝鮮人
権状況の理解促進に寄
与

元　北朝鮮における人権に
    関する国連調査委員会
    (COI)委員
元　検事総長
元　国連北朝鮮人権状況特別
    報告者

マルズキ・ダルスマン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Marzuki Darusman
                 　　　　　        （７２歳）

インドネシア

ジャカルタ首都特別州
南ジャカルタ市
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平成29年春の外国人叙勲

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・エジプト間の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

元　駐日エジプト大使
元　エジプト・日本経済
　　委員会委員長
元　国連西アジア経済社会
　　委員会（UNESCWA)
　　事務局長
元　保険・社会問題大臣
現　アラブ女性連盟会長

メルヴァト・タッラーウィ
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Mervat Tallawy
                    　　　　　　　 （７９歳）

エジプト

カイロ県
カイロ市

旭重

国際社会における日本
人拉致問題等北朝鮮人
権状況の理解促進に寄
与

元　北朝鮮における人権に
　　関する国連調査委員会
　　(COI)委員長
元　豪州連邦最高裁判所判事
元　ﾏｯｺｰﾘｰ大学学長

マイケル・カービー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Michael Kirby
　　　　　　　　　                （７８歳）

オーストラリア

ニューサウス
ウェールズ州
シドニー市

旭重
日本・オーストラリア間の
友好親善及び相互理解
の促進に寄与

元　駐日オーストラリア大使
元　外務貿易省副次官
元　豪州貿易促進庁最高
　　責任者
現　日豪経済委員会理事

ピーター・グレイ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Peter Grey
                                     （６８歳）

オーストラリア

ニューサウス
ウェールズ州
シドニー市

旭重
日本・カナダ間の友好親
善及び相互理解の促進
に寄与

元　駐日カナダ大使
元　カナダ外務・国際貿易省
    次官補（アジア太平洋・
    アフリカ担当）
現　ｼﾞｮｾﾞﾌ･ｷｬﾛﾝ社代表
現　ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ社
　　取締役
現　ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ国際空港取締役

ジョゼフ・キャロン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Joseph Caron
　　　　　　　　　　　　　　　  （６９歳）

カナダ

ブリティッシュ・
コロンビア州

西バンクーバー市
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平成29年春の外国人叙勲

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・スペイン間の経済
関係の強化及び相互理
解の促進に寄与

元　経済・競争力省商務長官
現　ｽﾍﾟｲﾝ輸出信用公社社長

ハイメ・ガルシア・レガス・ポンセ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jaime García-Legaz Ponce
　　　　　　　　　　　　　　　　（４８歳）

スペイン

マドリード州
マドリード市

旭重
日本・スリランカ間の議
員交流及び相互理解の
促進に寄与

元　スリランカ・日本友好
　　議員連盟会長
元　電力・エネルギー大臣
現　科学・技術・研究大臣

スシル・プレマジャヤンタ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Susil Premajayantha
　　　　　　　　　　　　　　　  （６２歳）

スリランカ

西部州
コロンボ県

旭重
日本・ニュージーランド
間の友好親善及び相互
理解の促進に寄与

元　駐日ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使
元　愛知万国博覧会
　　ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ政府代表
元　アジア2000ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
　　基金事務局長
現　外務貿易省災害危機管理
    特使・ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ特別
    ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

フィリップ・ギブソン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Phillip Gibson
　　　　　　　　　　　　　　　  （６７歳）

ニュージーランド

クライストチャーチ市

旭重
日本・バングラデシュ間
の友好親善及び邦人救
出に貢献

元　空軍参謀長
元　食糧・救援・復興大臣
元　大統領府アドバイザー
　　(食糧省、石油･ｴﾈﾙｷﾞｰ
　　省、民間航空局)

アブドゥール・ガファー・マームード
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Abdul Ghffar Mahmud
                                     （８３歳）

バングラデシュ

ダッカ県
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平成29年春の外国人叙勲

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
フィリピン国内における
日本企業支援に寄与

元　ＳＧＶ会長（創業者）
元　アジア経営大学院(AIM)
　　評議委員会委員長兼運営
　　委員会委員長

ワシントン・Ｚ・シシップ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Washington Z. SyCip
　　　　　　　　　　　　　　　　（９５歳）

フィリピン

マカティ市

旭重
日本・フランス間の経済
関係の強化及び相互理
解の促進に寄与

パリ・イル・ド・フランス
地方商工会議所名誉会頭
元　日仏経済交流委員会会長

ピエール・アントワーヌ・ガイイ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Pierre-Antoine Gailly
　　　　　　　　　　　　　　　  （６２歳）

フランス

パリ市

旭重

ペルーにおける日系人
の社会的地位の向上及
び相互理解の促進、友
好親善に寄与

元　憲法裁判所長官
元　法務大臣
元　リマ大学法学部学部長
現　ペルー日系人協会幹事長

ビクトル・オスカル・シジン・
　　　　　　　　　ガルシア・トオマ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Víctor Oscar Shiyin García Toma
　　　　　　　　　　　　　　　  （６２歳）

ペルー

リマ市

旭重
日本・ボツワナ間の友好
親善及び相互理解の促
進に寄与

元　駐日ボツワナ大使

オスカー・ナレディ・モツワハエ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Oscar Naledi Motswagae
　　　　　　　　　　　　　　　　（５５歳）

ボツワナ

ハボロネ市
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平成29年春の外国人叙勲

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・モロッコ間の友好
親善及び相互理解促進
に寄与

元　駐日モロッコ大使
元　アフリカ外交団投資・
　　貿易委員会委員長

サミール・アルール
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Samir Arrour
　　　　　　　　　　　　　　　　（６４歳）

モロッコ

ラバト府
ラバト

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　駐日台北経済文化代表
　　事務所代表
現　亜東関係協会監事
津田塾大学名誉教授

キョ・セイカイ
許　世楷
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
KOH Sekai
　　　　　　　　　　　　　　　  （８２歳）

―――――――

台湾
台中市

旭重
日本・台湾間の経済交
流、経済関係の強化、相
互理解の促進に寄与

工商協進会栄誉理事長
元　三三企業交流会副会長
現　東亜経済協会理事長
現　東元集団会長

コウ・シゲオ
黃　茂雄
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Huang Mao Hsiung
　　　　　　　　　　　　　　　　（７７歳）

―――――――

台湾
台北市

旭中
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　国防省職員

ロバート・クリフトン・クロスビー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Robert Clifton Crosby
　　　　　　　　　　　　　　　　（６１歳）

アメリカ合衆国

ヴァージニア州
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平成29年春の外国人叙勲

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
日本の安全保障分野の
発展に寄与

元　国家安全保障担当大統領
　　特別補佐官
　　（レーガン大統領）
元　国務省東アジア太平洋
    担当次官補
元　戦略国際問題研究所
   （ＣＳＩＳ）太平洋
    フォーラム所長

ジェームズ・A・ケリー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
James A. Kelly
　　　　　　　　　　 　　 　　　（８０歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭中

防衛分野での日本･アメ
リカ合衆国間の関係強
化及び相互理解の促進
に寄与

元　日米相互防衛援助事務所
    副所長

ロッドニー・シンイチ・タナカ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Rodney Shinichi Tanaka
　　　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル市

旭中

我が国の防衛力の充
実・発展及び日本・アメリ
カ合衆国間の友好親善
の促進に寄与

元　在日アメリカ合衆国空軍
    第３７４空輸航空団
    司令官（大佐）

ダグラス・チャールズ・デラマター
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Douglas Charles DeLaMater
　　　　　　　　　　　　　　　　（４６歳）

アメリカ合衆国

アーカンソー州

旭中
日本・アメリカ間の相互
理解及び文化交流の促
進に寄与

元　国務省東ｱｼﾞｱ・太平洋局
　　日本部長
元　横浜国立大学国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ
　　・法学部客員教授
現　ﾜｼﾝﾄﾝ日米協会理事長

ジョン・R・マロット
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
John R. Malott
　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

アメリカ合衆国

ヴァージニア州
アレクサンドリア
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平成29年春の外国人叙勲

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

アメリカ合衆国における
日本研究・日本語教育
の発展及び相互理解の
促進に寄与

元　コロラド大学ボルダー校
　　アジア研究センター所長
元　コロラド大学ボルダー校
　　東アジア言語学部日本語
　　及び比較文学教授
元　全米日本語教育学会会長

ローレル・ラスプリカ・ロッド
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Laurel Rasplica Rodd
　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

アメリカ合衆国

コロラド州
ボルダー市

旭中

我が国の防衛力の充
実・発展及び日本・アメリ
カ合衆国間の友好親善
の促進に寄与

元　在日アメリカ合衆国軍
　　副司令官（少将）

マーク・ロナルド・ワイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mark Ronald Wise
　　　　　　　　　　　　　　　　（５３歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州

旭中
日本・アルゼンチン間の
議員交流及び相互理解
の促進に寄与

現　連邦下院亜日友好議員
　　連盟会長
現　連邦下院議員

アリシア・テラダ
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Alicia Terada
　　　　　　　　　 　　　　 　　（６４歳）

アルゼンチン

ブエノスフイレス市

旭中

日本・インドネシア間の
日本語教育・日本研究
分野における関係強化
に寄与

元　ﾀﾞﾙﾏ･ﾌﾟﾙｻﾀﾞ大学学長
現　ﾀﾞﾙﾏ･ﾌﾟﾙｻﾀﾞ大学教授
元　ボゴール農科大学教授

カマルディン・アブドゥラ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kamaruddin Abdulla
                     　      　　   （７４歳）

インドネシア

西ジャワ州
ボゴール市
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平成29年春の外国人叙勲

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・エジプト間の経
済・科学技術関係の強
化及び相互理解の促進
に寄与

元　国立中央冶金研究所所長
現　日本帰国留学生会会長
現　（一財）海外産業人材
　　育成協会エジプト同窓会
　　会長
国立中央冶金研究所名誉教授

ムハンマド・バハー・エルディーン・
　　　　　　　　　　　　ザグルール
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mohamad Bahaa El-Din Zaghloul
　　　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

エジプト

ギザ県
シェイクザイード市

旭中
日本・オランダ間の友好
親善及び経済交流に寄
与

元　在ロッテルダム日本国
    名誉総領事
現　ロッテルダム・ジャパン
    クラブ共同会長

シーネ・ヤコブ・ファン・デル・ホート
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Syne Jacob van der Goot
　　　　　　　　　　　　　　　　（６４歳）

オランダ

南ホラント州
ロッテルダム市

旭中
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

元　トロント大学東アジア
　　学部教授
王立ｵﾝﾀﾘｵ博物館名誉研究員
トロント大学東アジア学部名
誉教授

デイビッド・ボイヤー・
　　　　　　　　　ウォーターハウス
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
David Boyer Waterhouse
　　　　　　　　　　　　　　　　（８０歳）

カナダ/英国

カナダ
オンタリオ州
オークビル市

旭中
日本・カナダ国間の交流
促進及び友好親善に寄
与

現　在ハリファックス日本国
　　名誉総領事

マーク・ジェームズ・サレット
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mark James Surrette
　　　　　　　　　　　　　　　　（６０歳）

カナダ

ノバスコシア州
ハリファックス市
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平成29年春の外国人叙勲

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・ジョージア間の文
化交流促進及び我が国
のバレエ界の発展に寄
与

現　パリアシヴィリ名称
　　ジョージア国立オペラ・
　　バレエ劇場バレエ芸術
　　監督
元　ボリショイ・バレエ団
　　プリマ・バレリーナ

ニノ・アナニアシヴィリ
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Nino Ananiashvili
　　　　　　　　　　　　　　　　（５４歳）

ジョージア

トビリシ市

旭中
日本・スウェーデン間の
相互理解の促進及び友
好親善の増進に寄与

元　瑞日基金会長
元　スウェドバンク会長

カール・エリック・ストールベリ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Carl Eric Stålberg
　　　　　　　　　 　　　　　　 （６６歳）

スウェーデン

ストックホルム市

旭中
日本・スリナム間の交流
促進及び友好親善に寄
与

元　在パラマリボ日本国名誉
    総領事

ヒュホ・ギエルメ・ブロメット
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hugo Guilherme Bromet
　　　　　　　　　　　　  　   　（７６歳）

スリナム

パラマリボ市

旭中
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　スリランカ・日本友好
　　協会会長
現　スリランカ・日本友好
　　協会副顧問

ラリタ・ラージャパクサ
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Lalitha Rajapaksa
　　　　　　　　　　　　　　　　（８５歳）

スリランカ

西部州
コロンボ市
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平成29年春の外国人叙勲

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・大韓民国間の議
員交流及び相互理解の
促進に寄与

元　韓日議員連盟首席
　　副幹事兼運営委員長
元　韓日議員連盟会長代行
現　韓日親善協会中央会
　　副会長

キム・テファン
金　泰煥
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kim Tae Whan
        　                     　　 （７３歳）

大韓民国

ソウル特別市

旭中

日本・ドイツ間の外交・安
全保障分野における学
術交流及び相互理解の
促進に寄与

元　ﾄﾘｱｰ大学政治学部教授
現　日欧会議メンバー
現　日独フォーラムメンバー
元　日米欧三極委員会委員

ハンス・ヴァルター・マウル
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hanns Walter Maull
　　　　　　　　　　　　　　　　（６９歳）

ドイツ

ベルリン市

旭中
日本・ドイツ国間の経済
関係の強化に寄与

元　デュッセルドルフ商工
    会議所会頭
元　ヘンケル社長

ウルリッヒ・レーナー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ulrich Lehner
　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳）

ドイツ

ノルトライン＝ヴェスト
ファーレン州

デュッセルドルフ市

旭中

日本・ニュージーランド
間の経済関係の強化及
び相互理解の促進に寄
与

元　日本ニュージーランド
    経済委員会委員長
元　ﾄﾘﾝﾌﾟ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
　　株式会社代表取締役
元　リーバイ・ストラウス
　　日本支社社長

ブライアン・M・マーティン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Brian M. Martin
　　 　　 　　　　　　　　　　　（７９歳）

ニュージーランド

オークランド市
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平成29年春の外国人叙勲

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・フィンランド間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

元　ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ日本協会会長
元　アールト大学教授兼
　　ﾗﾊﾃｨｾﾝﾀｰ研究部長

ユハ・カイラ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Juha Kaila
　　　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

フィンランド

ヘルシンキ市

旭中
日本・フィンランド間の友
好親善及び相互理解の
促進に寄与

元　ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ日本協会会長

レオ・ニエミネン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Leo Nieminen
　　　　　　　　　　　　　　　　（７８歳）

フィンランド

ヘルシンキ市

旭中
日本・フランス間の相互
理解及び友好親善に寄
与

現　在ﾎﾞﾙﾄﾞｰ日本国名誉領事

ブルーノ・ラコスト
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Bruno Lacoste
　　　　　　　　　　　 　  　 　 （６５歳）

フランス

ピラ＝シュル＝メール
市

旭中
日本・フランス間の相互
理解及び友好親善に寄
与

現　在ル・アーブル日本国
    名誉領事

クリスチャン・ルルー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Christian Leroux
　　　　　　　　　　　　　  　　（７３歳）

フランス

ル・アーブル市
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平成29年春の外国人叙勲

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・ポーランド間の学
術交流及び経済関係の
強化に寄与

現　ワルシャワ経済大学
　　国際比較経済学部教授
現　ポーランド・日本経済
　　委員会副会長

ヤン・ヴィンツェンティ・ボサック
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jan Wincenty Bossak
　　　　　　　　　　　　　　　　（７１歳）

ポーランド

ワルシャワ市

旭中
日本・マルタ間の関係強
化・友好親善に寄与

現　在ﾏﾙﾀ日本国名誉総領事

ヒューバート・チャールズ・ミフスッド
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Hubert Charles Mifsud
　　　　　　　　　　　　　　　　（７３歳）

マルタ

ターシュビッシュ市

旭中

メキシコにおける建築分
野での対日理解及び日
本･メキシコ間の友好親
善の促進に寄与

元　メトロポリタン自治大学
　　デザイン芸術科学部教授
元　日本大学芸術学部
　　客員教授
元　メキシコ市建築学会会長
元　国際建築家連合（UIA）
　　副会長
現　メキシコ建築家協会会長

ホセ・ルイス・コルテス・デルガド
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
José Luis Cortés Delgado
　　　　　　　　　　　　　　　　（６８歳）

メキシコ

メキシコ市

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

元　ﾓﾝﾃﾚｲ工科大学教授
元　ﾒｷｼｺ国立自治大学教授
元　ｺﾘﾏ大学教授

ビクトル・マヌエル・ロペス・
　　　　　　　　　　　ビジャファニェ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Victor Manuel López Villafañe
　　　　　　　　　　　　　　　　（６７歳）

メキシコ

メキシコ市
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平成29年春の外国人叙勲

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・ルーマニア間の相
互理解及び文化交流の
促進に寄与

俳優
現　「ｲ･ﾚ･ｶﾗｼﾞｬｰﾚ」ﾌﾞｶﾚｽﾄ
　　国立劇場支配人
元　文化大臣

イオン・カラミトル
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Ion Caramitru
　　 　　　　　　　　　　　　　 （７５歳）

ルーマニア

ブカレスト市

旭中

日本・ロシア間の医療分
野における学術交流及
び相互理解の促進に寄
与

現　ヤロスラヴリ国立医科
　　大学総長

ユーリー・ヴァシーリエヴィチ・
　　　　　　　　　　　　ノヴィコフ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Yury Vasilievich Novikov
　　　　　　　　　　　　　　　　（８０歳）

ロシア

ヤロスラヴリ州
ヤロスラヴリ市

旭中

日本・台湾間の草の根
交流及び人材育成を通
じた交流・相互理解の促
進に寄与

現　台日文化経済協会会長
元　第一銀行董事長

コウ・テンリン
黄　天麟
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Huang Tien-Lin
　　　　　　　　　 　　　　　　 （８７歳）

―――――――

台湾
台北市

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

元　在ローリー日本国名誉
    総領事

ジョン・L・アトキンズ三世
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
John L. Atkins Ⅲ
　　　　　　  　  　　　　 　　　（７３歳）

アメリカ合衆国

ノースカロライナ州
ダーラム市
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平成29年春の外国人叙勲

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・アメリカ合衆国の
友好親善に寄与

現　ﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ日米協会会長

スペンサー・Ｗ・ヴァイナー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Spencer W. Viner
　　　　　　　　　　　 　　　　 （７０歳）

アメリカ合衆国

ロードアイランド州
ニューポート市

旭小

日本とアメリカ合衆国の
経済関係強化、文化交
流、相互理解の促進に
寄与

元　日米文化会館理事長
元　米日カウンシル副理事長

ヘンリー・ヤスシ・オオタ
ヘンリー ヤスシ 太田
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Henry Yasushi Ota
　　　　　　　　　　　　 　　　 （７４歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
モアパーク市

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　ワシントン州上院議員
元　ワシントン州・兵庫県
　　友好提携50周年記念
　　事業準備委員会委員長
現　オリンピア・加東姉妹
　　都市協会委員

カレン・リース・フレイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Karen Riese Fraser
　　　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

アメリカ合衆国

ワシントン州
オリンピア市

旭小
日本・インド間の文化交
流、友好親善及び経済
関係強化に寄与

現　ｸﾞｼﾞｬﾗｰﾄ印日友好協会
　　会長
元　ｸﾞｼﾞｬﾗｰﾄ商工会議所会頭
元　ｱｰﾒﾀﾞﾊﾞｰﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
　　ｱｿｼｴｲｼｮﾝ総裁

ムケッシュ・マンガルバイ・パテル
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Mukesh Mangalbhai Patel
　　　　　　　　　　　　　　　　（６３歳）

インド

グジャラート州
アーメダバード市
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平成29年春の外国人叙勲

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

英国における人類学を
通じた日本研究の発展
及び相互理解の促進に
寄与

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ･ﾌﾞﾙｯｸｽ大学
名誉教授
元　ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ･ﾌﾞﾙｯｸｽ大学
　　欧日研究会初代会長
元　英国日本研究協会会長

ジョイ・ヘンドリー
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Joy Hendry
                                     （７１歳）

英国

オックスフォード市

旭小
日本・ニュージーランド
間の相互理解の促進及
び友好親善に寄与

元　南ワイララパ市長
元　ﾌｪｻﾞｰｽﾄﾝ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰ委員会
　　会長

エードリアン・リー・ステープルズ
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Adrienne Lee Staples
　　　　　　　　　　　　　　　　（６０歳）

ニュージーランド

南ワイララパ市

旭小

フィリピンにおける日系
人社会の地位向上及び
相互理解の促進、友好
親善に寄与

元　ﾌｨﾘﾋﾟﾝ日系人連合会会長
元　セブ日系人会会長

ベネディクト・ズリータ・オオナリ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Benedicto Zulita Onari
　　　　　　　　　　　　　　　　（８０歳）

フィリピン

セブ州
マンダウエ市

旭小

ブラジルにおける日本語
教育及び日本ブラジル
間学術交流及び日本文
化普及に寄与

現　ブラジリア大学文学部
　　外国語・翻訳学科准教授
現　ブラジリア日本語普及
　　協会創立会員

アリセ・タミエ・ジョウコウ
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Alice Tamie Joko
　　　　　　　　　　　　　　　　（６６歳）

ブラジル

ブラジリア連邦区
サンセバスチャン市
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平成29年春の外国人叙勲

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
ブラジルにおける日本語
の普及及び日本文化の
紹介・普及に寄与

元　ｻﾝﾊﾟｳﾛ州高等裁判所判事
元　日伯文化連盟会長
現　伯日比較法学会会員
　　（評議員会メンバー）

ジョー・タツミ
辰巳　ジョー
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jo Tatsumi
　　　　　　　　　　　　　　　  （７９歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭小
日本・フランス間の交流
促進及び友好親善に寄
与

元　ﾊﾟｽﾂｰﾙ･ﾒﾘｭｰ血清ﾜｸﾁﾝ
　　株式会社（日本）社長
元　ﾋﾟｰｴﾑﾃﾞｨｰﾊﾞｯｸ（日本）
　　社長
元　在リヨン日本国名誉領事

ルイ・アンリ・ジャン・レイモン・
　　　　　　　　　　　　　　フレデル
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Louis Henri Jean Raymond
　　　　　　　　　　　　　　FREIDEL
　　　　　　　　　　　　　　　　（７９歳）

フランス

ローヌ県
エキュリー市

旭小
日本・フランス間の人文
科学研究及び人的交流
に寄与

リヨン政治学院名誉教授
元　ﾌﾗﾝｽ国立科学研究ｾﾝﾀｰ･
　　ﾘﾖﾝ第二大学・ﾘﾖﾝ第三
　　大学所属研究所共同
　 「東ｱｼﾞｱ研究所」創設
　　メンバー
現　東ｱｼﾞｱ研究所上席研究員

イブリン・ミシェル・ルクレール
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Yveline Michelle LECLER
　　　　　　　　　　　　　　　　（６５歳）

フランス

ローヌ県
ブランダ市

旭小
日本・ベルギー間の経
済関係の強化に寄与

元　日白協会兼商工会議所
　　理事
現　ﾊﾟｰｸ･ﾗｹﾞﾉ社
　　（旧ﾍﾞﾍｰﾙﾏﾝ･ｵｰﾄ･ﾄﾗﾝｽ
　　ﾎﾟｰﾄ社）社長
元　ﾍﾞﾙｷﾞｰ･日本貿易連盟
　　副会長（共同創設者）

ジャック・ポール・ベヘールマン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jacques Paul Beherman
　　　　　　　　　　 　 　　　　（７４歳）

ベルギー

アントワープ州
スヒルドゥ市
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平成29年春の外国人叙勲

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
我が国の技術協力活動
の推進及び二国間関係
緊密化に寄与

現　環境天然資源保護観光省
　　森林保護担当課長

モツェレハニェ・セコポ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Motsereganye Sekgopo
　　　　　　　　　　　　　　　  （５４歳）

ボツワナ

ハボロネ市

旭小
ソ連及びロシアにおける
日本の紹介及び対日理
解の促進に寄与

現　ロシア新聞論説員
元　ﾌﾟﾗｳﾀﾞ紙日本支局特派員

フセヴォロド・ウラジーミロヴィチ・
　　　　　　　　　　　　オフチンニコフ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Vsevolod Vladimirovich
                         OVCHINNIKOV
　　　　　　　　　　　　　　　　（９０歳）

ロシア

モスクワ市

旭小
日本・ロシア間の音楽交
流の発展及び友好親善
の促進に寄与

現　サンクトペテルブルク
　　国立ｼﾞｬｽﾞ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ
　　芸術監督（創設者）

ダヴィド・セミョノヴィチ・
　　　　　　　　　　ゴロショーキン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
David Semyonovich Goloschekin
　　　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

ロシア

サンクトペテルブルク
市

旭小
日露舞台芸術交流の深
化及び日本の演劇界の
発展に寄与

現　ﾁｪｰﾎﾌ国際演劇祭総長

ヴァレリー・イヴァノヴィチ・
　　　　　　　　　　　　　　シャドリン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Valery Ivanovich SHADRIN
　　　　　　　　　　　　　  　　（７８歳）

ロシア

モスクワ市
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平成29年春の外国人叙勲

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
ロシアにおける日本経済
研究の発展及び相互理
解の促進に寄与

現　世界経済国際関係国立
　　研究所ｱｼﾞｱ太平洋ｾﾝﾀｰ
　　主任研究員

エレーナ・リヴォヴナ・レオンチェ
ヴァ
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Elena Livovna LEONTYEVA
　　　　　　　　　　　　　　　　（７８歳）

ロシア

モスクワ市

旭双

経済関係の強化、日本･
アメリカ合衆国間の友好
親善、文化交流及び相
互理解の促進に寄与

現　ﾎﾉﾙﾙ日本人商工会議所
　　専務理事
元　ﾎﾉﾙﾙ日本人商工会議所
    会頭
元　ハワイ日本文化センター
    理事長

ウェイン・トシミ・イシハラ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Wayne Toshimi Ishihara
　　　　　　　　　　 　　　　　 （７０歳）

アメリカ合衆国

ハワイ州
ホノルル郡

旭双
ニカラグアにおける合気
道の紹介・普及及び友
好親善に寄与

元　ニカラグア合気道会会長
   （創立者）

スーザン・クレア・キン
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Susan Clare Kinne
　　　　　　　　　　　　　　     （７１歳）

アメリカ合衆国

ニカラグア
マドリス県

トトガルパ市

旭双
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 　アルハンブラ市長
現 　同市市議会議員
現　 ｺﾞｰﾌｫｰﾌﾞﾛｰｸ全米教育
　　 ｾﾝﾀｰ理事

ゲイリー・ヤマウチ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Gary Yamauchi
　　　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

アメリカ合衆国

カリフォルニア州
アルハンブラ市
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平成29年春の外国人叙勲

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

日英間の高校生科学技
術交流を通じた科学技
術人材育成及び相互理
解の促進に寄与

現　クリフトン科学トラスト
　　創設者兼代表
現　英国科学協会名誉ﾌｪﾛｰ
元　科学教員

エリック・アルボーン
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Eric Albone
　　　　　　　　　　　　　　　　（７７歳）

英国

ブリストル市

旭双
オランダにおける武道の
普及および日・オランダ
間の友好親善に寄与

元　オランダ剣道連盟会長

ヤン・ヘンドリック・オディノ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Jan Hendrik Odinot
　　　　　　　　　　　　　　　  （８５歳）

オランダ

南ホラント州

旭双

日・カナダ間の近代カー
リングを通じた友好親善
及び我が国カーリング界
の育成・発展に寄与

元　ｶｰﾘﾝｸﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ/ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ

ウォーリー・ウルスリアック
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Wally Ursuliak
　　　　　　　　　　　 　　　 　（８７歳）

カナダ

アルバータ州
スタージョン郡

旭双

日本・大韓民国間の音
楽を通じた文化交流促
進及び対日理解促進に
寄与

現　漢拏ｳｨﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
　　音楽監督

キム・スンテク
金　升澤
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
KIM SUNG TEACK
　　　　　　　　　　　　　　　  （８１歳）

大韓民国

済州特別自治道
済州市
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平成29年春の外国人叙勲

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
チェコにおける日本文化
の普及及び友好親善に
寄与

写真家・紀行作家
現　ﾁｪｺ･日本友好協会理事

ズデニェク・トーマ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Zdenek Thoma
　　　　　　　 　　　　　　　　 （７８歳）

チェコ

プラハ市

旭双
ドイツにおける生け花の
普及及び友好親善に寄
与

元　いけばなｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･
　　ﾍﾞﾙﾘﾝ支部長
現　ベルリン独日協会監事

マリアンネ・プックス
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Marianne Pucks
　　　　　　　　　　　　　　 　 （８２歳）

ドイツ

ベルリン州

旭双
ブラジルにおける日本文
化の普及及び日系人の
地位向上に寄与

元　ブラジル中西部日伯協会
　　連合会会長
元　ブラジリア日伯文化協会
　　会長

クニヨシ・タカキ・ヤスナガ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kuniyoshi Takaki Yasunaga
　　　　　　　　　　　　　　　　（６１歳）

ブラジル

連邦区
ブラジリア市

旭双
日本・ブラジル間の関係
強化及び相互理解の促
進に寄与

元　サンパウロ州環境局
　　森林院総裁

ゲンジ・ヤマゾエ
山添　源二
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Guenji Yamazoe
　　　　　　　　　　　　　　　  （８１歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市
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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

旭単

日本・アルゼンチン間の
相互理解の促進及びア
ルゼンチンにおける日本
文化の継承に寄与

元　コルドバ州日本人会会長

サンティアゴ・ヒガ
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Santiago Higa
　　　　　　　　　　　　　　　　（７２歳）

アルゼンチン

コルドバ州
コルドバ市

旭単

ブラジルにおける日本
人・日系人の福祉向上
及び日本・ブラジル間の
交流促進，友好親善に
寄与

元　カンピーナス日伯文化
　　協会会長

ニツオ・ツカダ
塚田　光夫
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Nituo Tsukada
　　　　　　　　　　　　　　　　（８６歳）

ブラジル

サンパウロ州
カンピーナス市

旭単
ブラジルにおける日本人
及び日系人の社会福祉
増進に寄与

元　社会福祉法人救済会会長

ソノコ・ヨシヤス
吉安　園子
　　　　　　　　　　　　　　　　（女）
Sonoko Yoshiyasu
　　　　　　　　　　　　　　 　 （８８歳）

ブラジル

サンパウロ州
サンパウロ市

旭単
リトアニアにおける盆栽
を通じた日本文化の紹
介・普及に貢献

現　非営利団体盆栽ｽﾀｼﾞｵ
　　代表
現　リトアニア盆栽協会会長
元　国際盆栽ｸﾗﾌﾞ技術専門員

ケストゥティス・プタカウスカス
　　　　　　　　　　　　　　　　（男）
Kestutis Ptakauskas
　　　　　　　　　　　　　　　　（５９歳）

リトアニア

カウナス州
アリートゥス市
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