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第 1 日  11 月 18 日（土）   開場(受付開始) 12:00～ 

共通論題 「ローマ条約６０年 — 危機の中の再検証」 

理事会 ＜11：00～12：50＞ 

ポスターセッション展示＜12：00～＞（解説は 11 月 19 日） 

1. 全体セッション第 I 部 ＜13：00～15：20＞ 
報告 報告時間各 25 分 質疑 10 分 

報告者 論   題 司会者 
(1) 遠藤	乾	

(北海道大学)	 欧州複合危機の深層 — 統合史の文脈の中で 

森井 裕一 
（東京大学） 

(2) 八谷 まち子 
   (九州大学) 

経済共同体から価値の共同体へ — EU 統合における「世俗主

義」 
(3) 久保 広正 
	 (摂南大学) 市場統合と所得格差 

(4) 須網 隆夫 
	 (早稲田大学) 危機の中の EU 法 — EU 法秩序変容の可能性 

休憩 ＜15：20～15：40＞ 
2. Plenary Session Ⅱ＜15：40～17：30＞ (in English) 

EU Delegation presentation – 15 minutes 
Guest presentation 30 minutes, Discussants ７ minutes each 

Presenters Topics Chairperson 
(1) TBD 
   (Delegation of the 
    European Union 	 	  
	 	 to Japan) 

TBD＊ 
Tamio 

Nakamura 
(Waseda 

University) 
 

(2) Brigiｄ Laffan 
    (EUI)  

Forging a Union for the 21Century: From Crisis to 
Opportunity  

   Discussion Discussants: Paper presenters of the 1. Session 

総   会  ＜17：30～17：55＞ 

懇 親 会 ＜18：00～20：00＞ 

* 決まり次第、学会 HP にてお知らせします。 
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第 2 日  11 月 19 日（日）   開場（受付開始） 9：00～ 

1. 分科会 ＜9：30～12：00＞ 
報告時間各 30 分 質疑 20 分 

区分 報告者 論  題 司会者 

A 
	  経済 
  分科会 

阿由葉 真司 

(国際協力銀行) 欧州債務危機後の欧州地域金融の現状と今後 

高屋 定美 
 （関西大学） 

佐藤 秀樹 

(金沢大学) 
欧州銀行同盟(EBU)の制度設計―イギリスと EBU の銀行規

制の比較分析を通じて 

鈴木 敏之 

(三菱東京 UFJ銀行) 
ECB のマイナス金利政策にみえる欧州経済の課題 

B 
法律 

分科会 

安藤 由香里 
(大阪大学) 

欧州共通庇護制度における「安全な第三国」とノン･ルフル

マン原則 

中西 優美子 
 （一橋大学） 

吉本 文 
(一橋大学(院)) 

水平的協力原則に関する一考察 − EU 司法裁判所の判

決の分析に基づいて 

原田 豪 
(神戸大学(院)) 

欧州統合における EU 権限除外：社会政策領域におけ
る除外規定の導入過程 

C 
自由論題 

木村 勇 
(大阪府立大学(院)) 

EU におけるギャンブル政策と加盟国への影響 −「サ
ービス提供の自由」と「設立の自由」を中心に− 

岩田 健治 
 （九州大学） 

松澤 祐介 

(西武文理大学) 
中欧の旅客鉄道市場－チェコ、スロバキアの EU 加盟を通

じた鉄道改革・自由化の成果と課題 
松浦 一悦 
(松山大学) EUのギリシャへの金融支援と EUガバナンス 

昼食・休憩／理事会 ＜12：00～13：30＞ 

ポスターセッション＜12：00～13：30＞ （掲示は大会中常時） 

花田 エバ 
(神戸大学) 

European Banking Union and the EU Member States in Central 
and Eastern Europe (EU の銀行同盟と中東欧の EU 加盟国) 

高津 智子 
(九州大学(院)) 

冷戦初期におけるアメリカのヨーロッパ統合研究の発展	―	ハーヴァード大学の

「連邦主義に関する研究」プロジェクトに着目して 

植村 充 
(東京大学(院)) 

EU 対外移民政策と EU 構成国-第三国間の二国間協定	―	フランス国内政治を視野

に収めて 

総 会 ＜13：30～13：45＞ 
2. 全体セッション第Ⅲ部 「Brexit と EU のゆくえ」 ＜13：45～16：30＞ 

一般公開、九州大学ジャンモネ COE 共催 
パネルディスカッション・報告時間各１0 分 

報告者 論題 司会者 
(1) 伊藤 さゆり 

(ニッセイ基礎研究所) 
英国の EU 離脱と金融同盟	

細谷 雄一 
（慶應義塾 

大学） 

(2) 上田 純子 
(愛知大学) Brexitと域内企業活動への影響 

(3) 鶴岡 路人 
(慶應義塾大学) 『EU27』の挑戦 − 英国離脱後の EUの政治と安全保障 

(4) 広岡 裕児 
	 (ジャーナリスト) 

Brexitについてのフランス国会の反応	

ディスカッション 


