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EUIJ 九州は、九州大学、福岡女子大学によるコンソーシアムで運営しています。

The European Union Institute in Japan, Kyushu (EUIJ-Kyushu) is administered by the consortium of Kyushu University and Fukuoka Women’s University.

EUIJ 九州より

From EUIJ-Kyushu
From April this year, EUIJ Kyushu activities have now
entered into its fifth year of service. In the primary plan,

EUIJ 九州
EU 研修旅行
2015 年 2 月 26 日（ 木 ）か ら 3 月 12 日（ 木 ）
（ 13 泊 15 日 ）、 第
3 回 目 と な る（ 平 成 26 年 度 ）EU 研 修 旅 行 を 実 施 し ま し た。
EUIJ 九州コンソーシアム 3 大学から選抜された精鋭の学生 16
名（ 九 州 大 学：8 名、 西 南 学 院 大 学：7 名、 福 岡 女 子 大 学：1
名 ）がベルギー、オランダ、ルクセンブルク、フランスを訪れ、
EU 機関の訪問、海外で働く日本人とのセッション、現地大学
での交流プログラムなど、充実した内容の研修を終えて帰国
しました。参加者には EUIJ 九州から奨学金として 10 万円が支
給されました。
事前に実施した 3 回（ 12 月、1 月、2 月に各 1 回 ）の説明会で
は、渡航に関する安全情報の説明と、グループ発表のテーマ決
定や資料準備、プレ発表を段階的に行いました。また、事前学
習として EU 機関の組織や歴史、訪問各国の情勢などに関して、
EUIJ 九州代表の八谷教授から特別講義を受けました。
一行は、現地到着の翌日からブリュッセルの欧州議会、欧州
地域委員会を訪れました。また翌週には欧州委員会やルクセン
ブルクの欧州司法裁判所を訪れ、担当者から英語での説明を受
け、実際に会議や裁判が行われる場所を見学しました。現地の
雰囲気を体感し、EU 機関が EU 行政において果たしている役
割について理解を深めました。
ベルギーのゲント大学、フランスのボルドー政治学院では、
様々な学生交流プログラムを実施しました。現地学生とワーク
ショップやシティツアーに参加し、実際の授業に参加してディ
スカッションを行いました。英語でのグループ発表では、直前
まで何度もやり直しを重ねて臨み、日本の伝統文化や、九州観
光の見所紹介などについてプレゼンテーションを行いました。
学生からは「 多くの人と知り会い話すことができて特別な思い
出になった。」
「 現地大学生の日本に対する興味の深さと知識の
豊富さ、学習意欲の高さに感心した。」
「 同年代の学生たちの語
学力の高さにとても刺激を受けた。」
「 帰国後も連絡を取り合え
る友人ができて、人生においてとても貴重な機会になった。」
など感想が寄せられ、大変印象に残るプログラムとなりました。
マーストリヒトの欧州ジャーナリズムセンター訪問では、海
外で活躍する日本人女性の椿梨奈さんから学生時代の体験談や
将来のキャリアプランについてお話をうかがいました。参加学
生の一人は「 海外で生活したり働いたりすることは、もはや世

欧州議会 / European Parliament

EUIJ 九州の活動は今年の 4 月で 5 年目になりました。本来は
3 月 31 日でいったん終了予定でしたが、一年間の活動延長が可
能になって、第 8 号のニューズレターをお届けできることはこ
の上ない喜びです。EU 関係のニュースは、相変わらずメディア
を賑わせていますが、残念ながら楽しい話題とは言いかねます。

しかし、それでも EU 加盟国の首脳は一堂に会して、解決方法
を話し合うことを続けています。
「 危機 」と呼ばれる出来事こそ
EU という実験的かつ壮大な試みの真骨頂を考える機会だと思い
ます。本号では、2015 年 1 月から 6 月までの EUIJ 九州の活動を
お届けします。

it was going to finish on 31 March 2015. However, we
are happy to announce that EUIJ-Kyushu has a one-year
extension, so you will receive vol. 8 in due course. News
related to the EU, which have been covered by the world's
media, are currently a major concern. However, leaders
of the EU member states frequently meet and continue
to search for the solutions to these problems. It is an

opportunity to consider the true worth of the EU and hope
for a quick resolution to the current challenges "crisis"
facing Europe. In the latest volume, the current activities of
EUIJ- Kyushu from January to June 2015 is covered in our
Newsletter vol. 8.

界ではごく普通のことになっているのだと実感した。近い将来、
海外に出ることを現実的な選択肢として考えるようになった。」
と感想を述べています。
帰国後、3 月 23 日（月）アクロス福岡こくさいひろばにおいて、
福岡 EU 協会との共催で研修旅行報告会を開催しました。帰国
後間もない参加学生たちは現地での成果を熱く語りました。約
30 人の参加学生の父兄や一般の方々などが集まり、彼らの報
告に耳を傾けました。
今回の EU 研修旅行は、これまで EUIJ 九州の活動に関わっ
てきた方々の温かい御支援と御協力に支えられました。学生交
流プログラムでは、ゲント大学アンドレアス・ニーハス教授、
ティネ・ウォルラベンズさん（ゲント大学ティーチング・リサー
チアシスタント、元九州大学訪問研究員 ）と日本友の会のみな
さん、ボルドー政治学院では院長のヴァンサン・オフマン・マ
ルティノ教授と国際部長ルドヴィック・レナード氏、EUIJ 九
州サマーコースで講師をつとめた高崎春華助教（大東文化大学）
とヒューゴ・キャニハックさん（ ボルドー政治学院 PhD ）には
現地大学訪問に同行頂きました。パリオプショナルツアーで街
を案内してくださったジャン・ルイ氏、世界遺産サンテミリオ
ン訪問を企画・実施してくださった EUIJ 九州元インターンの
サンズ・クレモンさん（ ボルドー第三大学修士課程 ）、ボルドー
ウォーキングツアーでアテンド・解説してくださった角玲緒那
さん（ 九州大学博士課程 ）大変お世話になりました。心より感
謝申し上げます。

The third EU Study Tour was conducted from 26
February through to 12 March 2015; a thirteen-night
and fifteen-day schedule. Sixteen students were selected
from applicants from three consortium universities. They
visited EU nations including Belgium, the Netherlands,
Luxemburg and France. They all came back with
numerous wonderful experiences they had gained from
visits to various EU institutions, a session with a Japanese

businessperson working in Europe and by participating
in exchange programs with local universities. 100,000
yen was provided to all participants as a EU Study Tour
Scholarship.
In the three preliminary sessions, conducted in Dec. Jan.
Feb., travel abroad information was provided, and they
prepared stepwise for the group presentation in English,
from deciding the themes, to creating presentation
materials, and pre-presentations. They received a lecture
in terms of organization and history of the EU, and
the situation of each country to be visited from Prof.
Hachiya, Director of EUIJ-Kyushu as prior learning.
The group visited the European Parliament and the
Committee of the Regions in Brussels on the day
after they arrived. Over the next week, they visited
the European Commission, and the Court of Justice
in Luxembourg. After, they received lectures there in
English and viewed places where a meeting or a trial is
held. They deepened their understanding regarding tasks
that the EU institutions carry out in the EU administration
by feeling the actual atmosphere.
Various interchange programs were conducted at Ghent
University in Belgium and at Sciences Po Bordeaux
in France. They took part in the workshop and the city
tour with local students, and discussed various issues
in class. As for the group presentations in English, they
practiced it again and again till the last moment, and gave
presentations about "Japanese traditional culture" and
"Introduction for traveling around Kyushu". The students
commented that "It became a precious memory to get to
know and talk with many people." "I was impressed by
the depth of interest and the abundance of knowledge,
and high motivation for learning that the local university
students have." "I was inspired very much by the high
level of language ability." "It was a valuable opportunity
in my life to get new friends that I can keep in touch with
after getting back to Japan." "This programme made the
biggest impression on me."
In the visit to the European Journalism Centre,
Maastricht, they heard a talk from a Japanese woman
working abroad, Ms Rina Tsubaki, about her actual
experiences in her school days and her future career
plans. One of participating students commented that:
"I realized that living and working abroad is getting
regarded as a normal thing. I come to think that it is one
of the feasible options to live abroad in the near future."

ゲント大学の授業風景 / Class at Ghent University

プレゼンテーション / Presentation

次回の EU 研修旅行の実施予定・詳細については、EUIJ 九
州のホームページをご確認ください。

EUIJ-Kyushu
EU Study Tour
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After returning, EUIJ-Kyushu EU Study Tour Debriefing
Session was held at Kokusaihiroba, ACROS Fukuoka,
co-organized by Fukuoka EU Association. They reported
actively about their productive and fruitful knowledge
and experiences they had gained through this tour.
Around 30 people including parents and family of the
participants and the general public gathered and listened
earnestly.
This EU Study Tour was a success and made possible by
peoples' warm support and sincere cooperation by those
who were involved in the activities of EUIJ-Kyushu.
In the interchange programs at Ghent University, Prof.
Andreas Niehaus (Head of Department, Languages and

ボルドー ヴィクトワール広場 / Place de la Victoire in Bordeaux

欧州議会 / European Parliament

Cultures), Ms. Tine Walravens (Teaching and research
Mr. Reona Sumi (Doctoral student, Kyushu University)
assistant, and former visiting researcher of Kyushu
attended the walking tour and explained about the city of
University), Members at Nihon Tomo no kai, Prof.
Bordeaux. Finally, we would like to express our sincere
Vincent Hoffmann-Martinot (Director of Sciences Po
gratitude to all those who participated and contributed in
Bordeaux), Mr. Ludovic Renard (Director of International
the EUIJ-Kyushu EU Study Tour 2015.
Relations, Sciences Po Bordeaux), Ms. Haruka Takasaki
(Assistant Professor, Daito Bunka University), Mr. Hugo
Please visit EUIJ-Kyushu homepage for the detailed
Canihac (PhD, Science Po Bordeaux), accompanied the
program of the study tour and the next schedule for this
visit to the local university. Mr. Jean Rui, who escorted
year.
us in Paris, Mr. Sanz Clément (Master
course student, Université Bordeaux EU 研修旅行 日程表
Montaigne) who planned and attended the
Flight to Amsterdam
tour for the World Heritage Saint-Emilion,
福岡空港出発

サンテミリオン / Saint Emilion

1 日目

2/26（木）

2 日目

ブリュッセル到着

Arrive at Brussels

2/27（金）

EU 機関訪問
欧州議会、欧州地域委員会

Visit to European Parliament,
Committee of the Regions

3 日目

2/28（土）

自由行動 in ブリュッセル
( パリ オプショナルツアー )

Free time in Brussels
Optional Tour to Paris

4 日目

3/1（日）

自由行動 in ブリュッセル

Free time in Brussels

5 日目

3/2（月）

欧州委員会 訪問
ゲント大学生と顔合わせ

European Commission
Introductory meeting with
Ghent Univ. students

6 日目

3/3（火）

ゲント大学で交流プログラム
対話型授業、ワークショップ

Exchange programme at
Ghent University, Interactive
Lecture, Workshop

7 日目

3/4（水）

ゲント大学で交流プログラム
グループ発表、シティツアー

Exchange programme at
Ghent University, Group
Presentation, City Tour

8 日目

3/5（木）

自由行動 in ゲント

Free time in Ghent

9 日目

3/6（金）

欧州ジャーナリズムセンター
欧州司法裁判所

European Journalism Centre
Court of Justice of the EU

10 日目

3/7（土）

ボルドーへ移動
ボルドーウォーキングツアー

Transfer to Bordeaux
Bordeaux Walking Tour

11 日目

3/8（日）

世界遺産の村
サンテミリオン見学

Saint Emilion Tour

12 日目

3/9（月）

ボルドー政治学院で
交流プログラム グループ発表

Exchange programme at
Sciences Po Bordeaux, Group
Presentation

13 日目

3/10（火） オランダへ移動

14 日目

3/11（水）

15 日目

3/12（木） 福岡空港到着

City tour in Amsterdam
Flight to Fukuoka
Arrive at Fukuoka

アムステルダム / Amsterdam

奨学制度

教育・研究活動
EU 研究ディプロマプログラム（ EU-DPs ）
EU-DPs はコンソーシアム構成大学の学生に、EU についての
体系的な学習と研究の機会を提供する EU 研究修了証プログラ
ムです。2014 年度後期（ 2015 年 3 月修了 ）には、25 名の学生（ 学
部生 18 名、修士課程 7 名 ）が修了証を授与されました。また、
2015 年前期には 186 名（ 学部生 153 名、修士課程 33 名 ）の学生
が登録しています。
※ 2015 年度は九州大学と福岡女子大学の 2 大学コンソーシアム
になりました。
＜ 2014 年度後期リサーチペーパー優秀賞＞
最優秀賞（ EU 研究部門 ）
Marnel Arnold Racelis Ratio（ 九州大学大学院工学府 ）
「 Social Acceptance of Geothermal Energy: Results from Case
Studies in European Union 」
優秀賞（ ヨーロッパ研究部門 ）
宮川由衣（ 西南学院大学大学院国際文化研究科 ）
「 ユダヤ人画家 M・シャガールの≪聖書のメッセージ≫連作を
めぐって －ヨーロッパにおける民族性と普遍性の間に－ 」
優秀賞（ ヨーロッパ研究部門 ）
下園知弥（ 西南学院大学大学院国際文化研究科 ）
「 パウル・クレーにおける天使と十字架 − 20 世紀西欧における
「 新しい天使 」の創作原理と宗教性をめぐって− 」

研究助成制度・奨学制度
EUIJ 九州は、コンソーシアム構成大学の教職員と学生に、
2 種類の研究助成金および、3 種類の奨学金を提供し、EU に関
する研究と学業を支援しています。

研究助成制度
研究助成制度には、若手研究者 EU 研究助成制度（ 45 歳以下
のコンソーシアム構成大学の教職員が対象 ）と EU 研究助成制度
があります。
※ 2015 年 1 月から 6 月の間には、募集を行っておりません。また、
平成 27 年度の募集予定はありません。
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アムステルダム市内観光
スキポール空港出発

Transfer to Amsterdam

3 種類の奨学制度があります。ショートビジット奨学金は、
EU 加盟国での短期留学（ 語学研修、サマースクール等 ）を支援
する奨学金、ドクター奨学金は EU 関連の研究で博士号取得を
目指す学生のための奨学金です。また、EU 留学奨学金は EU 諸
国の大学への交換留学生を対象としたものです。
※ドクター奨学金および EU 留学奨学金については、2015 年 1 月
から 6 月の間には、募集をおこなっておりません。また、平
成 27 年度の募集予定はありません。
2015 年 1 月以降に決定した奨学金の受給者は以下の通りです。
＜ショートビジット奨学金＞
カリシバエフ ジャスル（九州大学経済学府）
尾崎 美紗（福岡女子大学国際文理学部）
これらの研究助成制度と奨学金制度に関する情報は、EUIJ 九
州のホームページに掲載しています。

Academics
EU Studies Diploma Programmes (EU-DPs)

EU-DPs provide students of three consortium universities
with opportunities to study about the EU and EU member
states. 18 undergraduate students and 7 graduate students
were awarded the Diploma in EU Studies in the fall
semester of 2014 (Completing in March 2015). 186 students
(Undergraduate: 153, Graduate: 33) are currently enrolled.
*In 2015 academic year, Kyushu University and Fukuoka
Women's University are consortium member universities.
< Paper of Excellence for the EU-DPs 2014 Fall Semester >
[EU Research Award of Excellence]
Mr. Marnel Arnold Racelis Ratio, Graduate School of
Engineering, Kyushu University
"Social Acceptance of Geothermal Energy: Results from
Case Studies in European Union"
[European Research Award of Merit]
Ms. Yui Miyakawa, Division of Intercultural Studies,
Seinan Gakuin University Graduate School

"On »Message Biblique « of M.Chagall as a Jewish Painter－
Between the Racialism and the Universalism in Europe－ "
[European Research Award of Merit]
Mr. Tomoya Shimozono, Division of Intercultural Studies,
Seinan Gakuin University Graduate School
"Angel and Cross of Paul Klee: On the Creating Principle
and Religious Conception of the "New Angel" in the 20th
Century Western Europe"

Research Funds and Scholarships

Faculty, researchers, and students from the EUIJ-Kyushu
consortium universities, benefit from funds for a variety of
EU-related endeavors. We provide two kinds of research
funds and three kinds of scholarships.

Research Funds
The two types of funds are Competitive Research StartUp Fund (limited to faculty and researchers of three
consortium universities who are under 45 year-old) and EU
Studies Research Fund.
*There was no call for application in the past six month.
Research Funds are not available in 2015-2016.

Scholarships
T here are th ree k i nds of scholarships: Shor t Visit
Scholarship, Doctoral Scholarship and EU Scholarship.
The purpose of the short visit scholarship is to support
students during language study or other short-term study
programs within the EU. Doctoral Scholarship is to support
graduate students who aim to gain a PhD in EU related
research. EU Scholarship is provided for exchange students
to universities in EU countries.
*There was no call for application for Doctoral Scholarship
and EU Scholarship i n the last si x month. T hese
Scholarships are not available in 2015-2016.
Below is the list of recipients of the scholarships who were
awarded them since January 2015.
〈Short Visit Scholarship〉
Karshibaev Jasur, Graduate School of Economics,
Kyushu University
Misa Ozaki, International College of Arts and Sciences,
Fukuoka Women's University
Visit our website for more information.
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イベント
EUIJ 九州シンポジアシリーズ
2015 年 5 月 28 日（ 木 ）アクロス福岡大会議室において、シン
ポジウム「 Building Global Business in Fukuoka 〜福岡から始ま
るグローバルビジネスの創生〜」が行われました。2014 年 5 月
に国家戦略特別区域全国 6 都市のひとつに選定され、
「 グローバ
ル創業・雇用創出特区 」として創業の支援と雇用の創出に取り
組む福岡市における、新しいビジネスの企画、可能性、ネットワー
ク構築などの取り組み・課題、今後の展望について議論が行わ
れました。一般市民や産業界などから約 50 名が参加し、逐次通
訳をつけて行われました。
国内から様々なビジネス分野の第一線でご活躍されている次
の 3 名を講師にお迎えしてお話し頂きました。後藤太一氏（ 福
岡地域戦略推進協議会 エグゼクティブ・アドバイザー）、内田
友紀氏（ ㈱リ・パブリック 共同代表 ）、デイビッド・コービン
氏（ テック・イン・アジア、コンテンツ戦略 ）。
続いて、エリック・フェルメウレン氏（ オランダ ティルブ
ルグ大学ビジネス法教授、㈱フィリップス・イン
ターナショナル法務担当副社長 ）が、産官学の枠
を越え、市民がそれぞれ積極的に働きかけ、さら
には起業家と投資家の関係がうまく循環していく
新たなエコシステム構築の試みについて熱く語り
ました。
ラウンドテーブルディスカッションでは、福岡
における起業活動について、グローバルビジネス
創業地としての可能性、コミュニティ形成のため
の場所を提供することを目的としたイベント開催
の重要性などについて、活発な議論が交わされま
した。会場からは福岡が国家戦略特区に選ばれた
ことは知っていたがこれほど世界から注目をあび
ているとは知らなかった、非常に感心した、とい
う感想が聞かれました。

EUIJ 九州フォーラム
特別講義
主催：国際知的財産法・国際私法センター
2015 年 2 月5日（木）九州大学法学研究院大会議室において、ヨー
ロッパから3 名の先生をお招きし、国際知的財産法・国際私法セ
ンター主催、EUIJ 九州共催により特別講義が開催されました。講
義は逐語訳付きで行われ、20 名の大学院生、学部生が参加し、約
3 時間にわたる講義に熱心に耳を傾けました。
講義では、EU 法がひとつひとつの判例を積み上げていくこと
により確立されてきたこと、そして、
「 EU 法の優越性 」に基づき、
常に EU 法が国内法に優先するという通常の国際法とは異なる独
自の「 新たな法秩序 」であることが説明されました。
また、EUにおける人権について、EU 法の中に組み込まれてき
た基本理念であり、政策として機能・発展をとげながら欧州統合
プロセスの重要な基盤となっていると述べられました。
テーマ Theme ／講師 Lecturer
〈 1 〉"The European Court of Justice as Policy-Maker: Activist
Court or Indispensable Engine of Integration? " ／ Prof.
Axel Metzger, Humboldt-Universität zu Berlin

講演後の懇親会では、和やかな雰囲気の中で講師と参加者の
意見交換が行われました。

Events
EUIJ-Kyushu Symposia Series
On 28 May 2015, EUIJ-Kyushu Symposium, "Building
Global Business in Fukuoka" was held at the Large
Conference Room, ACROS Fukuoka. Fukuoka City
was selected as one of six designated National Strategic
Special Zones from all over Japan in May 2014, and has
been tackling and supporting the establishment of new
business and creating employment as "Special Zone for
Global Startups & Job Creation". In the symposium, a
lively talk was conducted in terms of new business plans
and possibility, new approaches and challenges of network
constr uction and the f ut ure prospects. Consecutive
translation was provided. Approximately 50 people
including the general public and industry participated.

〈 2 〉"The European Union as a Supranational Organization" ／
Prof. Pedro De Miguel Asensio, University of Complutense
Madrid
〈 3 〉"The end of the European Coal and Steel Community" ／
Prof. Benedetta Ubertazzi, University of Macerata

EUIJ-Kyushu Forum,
Special Lecture

We welcomed three domestic speakers who are active in
the front lines in various business fields; Mr. Taichi Goto
(Executive Advisor, Fukuoka Directive Council), Ms. Yuki
Uchida (Managing Director, Re-Public), and Mr. David
Corbin (Tech in Asia).
After the presentation from the three speakers, Prof. Erik
P. M. Vermeulen (Professor of Business Law, Tilburg
University, and Senior Counsel Corporate, Vice President,
Philips International BV) spoke actively on the new
ecosystem, in which the relations between entrepreneurs
and investors are circulating very well by the active and
subjective approach and encouragement of each citizen,
while going beyond the frame of industry-academicgovernment relations.
In the round table discussion, an active discussion was
conducted with regards to entrepreneurships in Fukuoka,
possibilities of nurturing startups, and the significance
of holding events to provide venues for the creation of
community. One of participants commented that, "I
knew Fukuoka City was selected as a National Strategic
Special Zone, but I didn't know that Fukuoka gathers such
considerable attention from the world at all."
A reception was held after the symposium. Participants and
speakers exchanged opinions in a friendly atmosphere.

became a "new legal discipline" which is unique and differs
from any other international laws, and that it is based on
"the supremacy of EU law".
Regarding Human Rights, it was described that human
rights has been a fundamental principle incorporated in EU
Law in the process of the development of the EU originated
from an economic community. It became a significant
foundation in the EU integration process, while it had been
functioning and developed as one of its policies.

Organized by International Intellectual Property Law and
the International Private Law Center
A Special Lecture was organized by Intellectual Property
Law and the International Private Law Center, and coorganized by EUIJ-Kyushu. It was held on 5 February 2015
at a large conference room at the Faculty of Law, Kyushu
University. It started by welcoming the three lecturers from
the European countries. The lectures were conducted with
consecutive translation in Japanese. Approximately twenty
students, including graduate students and undergraduates,
listened earnestly to the lectures for three hours.
During the lectures, it was mentioned that EU Law was
established gradually by building upon each judicial
precedent individually. Later, it was explained that EU Law

EUIJ 九州フォーラム
『 標準化、IP、競争政策 』
2015 年 6 月12日、九州大学西新プラザにおいて、法と経済の
交差点にまたがる挑戦的な課題のセミナーが、独立行政法人経済
産業研究所（ RIETI ）
、九州大学法政学会、EUIJ 九州の共催で開
催されました。技術の目覚ましい発展を受けて、一層激化してい
く今日のグローバルな経済活動を背景に、競争政策が重要性を増
しています。本セミナーでは、アメリカ、EU、日本の研究者や
実務家による「 標準化 」や「 特許 」
「 知的財産法 」に焦点を当てた
最新の研究、調査結果が報告されました。議論は、九州大学副学
長青木玲子教授による司会で、英語で進行されました。

EUIJ Kyushu Forum

Seminar on Standards, IP and Competition Policy on
12 June, 2015
A special seminar on a challenging issue was organized by
the EUIJ-Kyushu with the Research Institute of Economy,
Trade and Industry (RIETI), and the Law and Politics
Association of the Faculty of Law, Kyushu University. It
was held at Kyushu University Nishijin Plaza. The topic
lies where the two academic fields of law and economics
overlap, developing its importance as the cutting-edge
technologies become more critical for economic success
in global competition. Against this background, the
specialists of IP laws and competition laws as well as the
economists from academia and business got together to
examine different approaches and views toward patents or
setting standards. Dr R. Aoki, Vice President of the Kyushu
University, moderated the challenging presentations by 6
presenters and 2 commentators. A lively discussion was
carried on to the reception after the seminar.v

Time Schedule
13:30

Opening Remarks
Machiko Hachiya 八谷まち子（EUIJ-Kyushu, Kyushu U.）

13:40

Standard Value Holdup
報告：Thomas Cotter（U. of Minnesota）

14:40

Standard-Essential Patents and EU Competition Law:
An Overview of the Commission's Position
報告：Steven Van Uytsel（Kyushu U.）
コメント：Masabumi Suzuki 鈴木將文（Nagoya U.）

15:30

Patent "Right" in Transition:
Denial of Injunction Considering Patent Explosion
報告：Yoshiyuki Tamura 田村善之（Hokkaido U.）
コメント：Ryu Kojima 小島立（Kyushu U.）

16:00

Coffee Break

16:20

Standard Essential Patents: Progress, Remaining Issues
and a Measure of Our Ignorance
報告：Pierre Regibeau（Charles River Associates）

17:20

Inter-Generational Competition among Standards:
Evidence from Optical Disc Industry
報告： Tomoyuki Shinbo 真保智行（Kanto Gakuin U.）
Sadao Nagaoka 長岡貞男（RIETI, Tokyo Keizai U.）

17:50

Closing Remarks
Reiko Aoki 青木玲子（RIETI, Kyushu U.）

18:00

Reception（Admission Free, Refreshments will be served）
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日・EU フレンドシップ
ウィークイベント
EUIJ 九州市民講座
日・EU フレンドシップウィーク（※）イベントのひとつとして、
2015 年 6 月 9 日から 6 月 30 日まで全 4 回毎週火曜日、JR 博多シ
ティ会議室 10 階にて EUIJ 九州市民講座「 多様性の中の統合－
成熟社会の諸相 」が開講されました。毎年一般市民を対象に EU
への理解を促進するため開催している市民講座ですが、第 4 回
目となる本年は、日本よりも一足早く高齢化社会を経験したフ
ランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国における「 成熟社会 」に
対する取り組みについて紹介して頂きました。EU に共通の福祉
制度はありませんが、EU 加盟国のなかの先進的な取り組みを通
して、日本社会が向き合っている課題を考え直す機会となりま
した。講師陣には EUIJ 九州コンソーシアム大学の教員のほか、
他大学の専門家をお迎えし、のべ約 280 名の市民の方々にご参
加いただきました。
開催日程、講師、タイトルは以下のとおりです。
6 月 9 日（ 火 ）
第 1 回：八谷 まち子（ 九州大学 ）
「 ヨーロッパ、EU の概要 」
6 月 16 日（ 火 ）
第 2 回：笠木 映里（ 九州大学 ）
「 フランスの家族政策 」
6 月 23 日（ 火 ）
第 3 回：スウェン・ホルスト（福岡女子大学）
「ドイツのボランティア」
6 月 30 日（ 火 ）
第 4回：豊田 謙二（熊本学園大学）
「認知症の人とドイツの世話制度」
第 1 回目の八谷まち子教授の講義は、参加型 EU クイズから始
まり、EU の歴史、組織、経済などの概要について、参加者が
身体を使って楽しそうに学ぶ姿が印象的でした。第 2 回目の笠
木映里准教授の講義では、70 年代以降、多様化する家族のあり
方を支持する形で発展してきた、フランスの社会保障制度の歴
史と思想についてお話し頂きました。カトリック思想と同姓婚、
貧困家庭の支援問題、移民政策など、話は多岐に及び、社会保
障のあり方とは個人の多様な生き方を尊重することと深くつな
がり、家族政策は、そのまま働き方の問題にも密接に関わるも
のであると締めくくりました。第 3 回目のドイツ出身のスウェ
ン・ホルスト准教授は、自国ドイツの伝統的な名誉職とみなさ
れてきた「 ボランティア 」の歴史や、その多様な活動について
お話し頂きました。最終回の豊田謙二教授の講義では、ドイツ
の高齢者施設のサービス内容や、認知症の人に対しても自立を
重んじ、個人の意思決定を尊重する制度について細やかに解説
頂きました。日本における高齢者施設とは、その背後にある文
化や理念、支援する制度そのものが、大きく違うことを知る機
会となりました。
各講演後に行われた質疑応答では、毎回参加者から多くの質
問を受け、ヨーロッパや成熟社会に対する参加者の関心の高さ
がうかがえました。

その他のイベント
● 第6回

福岡で楽しむ EU

2015 年 2 月 19 日（ 木 ）西鉄グランドホテルにおいて、福岡
EU 協会が主催するイベント「 福岡で楽しむ EU 」が行われま
した。今回 6 回目を迎えるこのイベントは、
「 EU のワインと
食事と音楽と 」というテーマで、福岡 EU 協会をはじめとし
て「 アンスティチュ・フランセ九州 」
「 西日本日独協会 」
「日
本ケルト協会 」
「 福岡スペイン友好協会 」
「 福岡デンマーク協
会」
「 福岡日仏協会 」
「 福岡・ブルガリア共和国友好協会 」9 つ
の在福 EU 加盟国の友好団体が参加しました。EUIJ 九州から
はヨーロッパ出身の九州大学の留学生と教員などがステージ
で活動紹介を行いました。また、各団体のブースでは活動紹
介やグッズ販売などが行われ、多くの来場者でにぎわいを見
せました。イベントでは、九州で活躍する有名なソムリエの
シュードルニコラさんによるワインの紹介や、カルテットグ
ループ「 De Cuatro Hojas 」による各団体からのリクエスト曲
の演奏があり、ヨーロッパ各国を代表する美味しい料理とワ
イン、ビールを囲み、和やかな雰囲気の中で EU の文化や魅
力を感じられるひとときとなりました。
● アンゲラ・メルケル ドイツ連邦共和国首相 来日講演会に

EUIJ 九州から学生が参加

2015 年 3 月 9 日（ 月 ）、浜離宮朝日ホール（ 東京都中央区 ）
にて開催されたアンゲラ・メルケルドイツ連邦共和国首相来
日記念講演会に、欧州研究を専門とする大学院生らが招待さ
れ、EUIJ 九州が推薦する学生 9 名が参加しました。
メルケル首相は、日独交流の歴史に始まり、大震災と復興、
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( ※ ) フレンドシップウィークとは…
2001 年に始まった「 日・EU フレンドシップウィーク 」は、文化、
学術、スポーツなどのさまざまな交流イベントを通して、日本の皆
さまに欧州連合 (EU) をよりよく知っていただくことを目的とした
プログラムです。現在では 5 月 9 日の「 ヨーロッパ・デー」前後を
皮切りに 7 月あたりまで多彩なイベントが、日本各地で行われます。
日・EU 間の相互理解を深め、人的交流をはかっています。

JAPAN-EU Friendship
Week event
EUIJ-Kyushu Extension Lecture Series

As one of the events during the EU-Japan Friendship Week
(*), the extension lecture series titled "Unity in Diversity
- Various Aspects in Matured Society" took place at the
JR City meeting room, JR Hakata station. It composed of
four lectures on four consecutive Tuesdays from 9 June
to 30 June. Each year, EUIJ-Kyushu provides a series
of Extension Lectures for the general public in order to
reach out to wider groups of citizens to promote a public
understanding about the EU in general. This year, which
was the fourth time, actions and challenges facing society
in the European countries such as France and Germany,
where people experienced an aging society prior to Japan,
were discussed.
There is no common social welfare system in the EU.
However, the extension lecture series is an opportunity
to think over the problem Japan is currently facing by
considering the advanced approaches implemented in the
EU member states. Speakers were the faculty members
of EUIJ Kyushu consortium universities and invited
specialists. Totally, around 280 people participated through
the series.
Date / Lecturer / Title
9 June 2015 /
Machiko Hachiya (Professor, Kyushu University) / "The
Outline of Europe"
16 June 2015 /
Eri Kasagi (Associate Professor, Kyushu University) /
"Family Policy in France"
23 June 2015 /
Sven Holst (Associate Professor, Fukuoka Women's
University) / Volunteer in Germany
30 June 2015 /
Kenji Toyoda (Professor, Kumamoto Gakuen University)
/ "Dementia Patients and the Statutory Guardianship
(Betreuung) System in Germany

and economics, while enjoying the quiz. In the second
lecture, Assoc. Prof. Eri Kasagi spoke about history and
ideology of the social security system in France, which
was developed to support the modality of the family that
had diversified since 70's. The topic was wide-ranging,
such as Catholic thoughts and same sex marriage, support
for poor families and immigration policy. The modality
of the social security system leads to value individual
diverse ways of life. Furthermore, the family policy deeply
connects with an issue of working style. In the third lecture,
Assoc. Prof. Holst, who is German, spoke about the history
and various activities of being a "volunteer", which had
been traditionally regarded as an honorary position. In the
final lecture, Prof. Kenji Toyoda described in detail about
various services provided in aged care facilities in Germany
and advanced systems that respect independence, even for
dementia patients and values on personal decision making.
It became an opportunity to know that culture and basic
philosophy behind supporting systems differ from aged
care facilities in Japan.
In the Q&A sessions conducted after the lectures, numerous
questions were raised from the participants. It seemed to
imply participants' high interest in Europe and its matured
society.
(*) The EU-Japan Friendship Week
The EU-Japan Friendship Week first started in 2001 as a
programme of events lasting for about three weeks, focusing
on public diplomacy, academic and cultural activities. Since
then it has grown into a comprehensive schedule of such
events taking place throughout May, June and part of July,
in the regions of Japan. The aim of the Friendship Week is
to give the Japanese public a chance to learn more about
Europe, Europeans and their diverse cultures, languages and
history. Traditionally the EU-Japan Friendship week kicks off
with the celebration of Europe Day on 9 May with numerous
interesting, informative and fun activities to follow in the weeks
thereafter.

The first lecture began with a participatory EU quiz.
It was impressive that the participants were learning
actively about history, the EU governance organization,

ウクライナとアジア情勢、また、テロとの戦いやエネルギー
政策など、ドイツと日本に共通する課題や今後の可能性など
について、幅広い視野から多岐にわたり話題を提供されました。
また、欧州では先進的な教育プログラム「 エラスムス 」に
より、学生が教育期間の一部を外国で過ごすことを促進して
キャリアプラスになる環境づくりを進めていることを紹介され、
日本の学生にもっとドイツへ学びに来てほしいと話されました。
講演会後は、学生同士の対話集会が開催され、EU につい
て学ぶ学生らが講演会で触れた論点について話し合いました。
参加した学生からは、
「 ドイツの首相が直接日本とドイツの
連携の重要性を訴える姿には心を打つものがあり、会場にい
なければ体験することのできない貴重なものでした 」
（ 法学部
3 年男性 ）、
「『 ドイツは歴史と向き合った 』と力強く、そして
繰り返し述べていた場面は、今でも鮮明に覚えています。我々
日本国民に対してメッセージを送ろうとする強い意思の表れ
であるように思いました 」
（ 法学府修士 2 年男性 ）、
「 メルケル
首相が女性の労働についてさらなる状況の改善を図る企図を
示してくれたことは、女性の活躍を推進している日本にとっ
ても参考となるものを示してくれたと思います 」
（ 法学府修士
1 年女性 ）などの感想が寄せられました。
※九州大学オフィシャルホームページ「 トピックス 」にも掲
載されています。あわせてご覧ください。

日欧連携・モビリティに関心のある研究者へ向けたネットワー
クイベント「 EURAXESS Share Kyushu 2015 」を開催しまし
た。EURAXESS Links Japan 主催、駐日欧州連合代表部およ
び EUIJ 九州の共催で行われました。研究者やリサーチアド
ミニストレーター、また将来ヨーロッパでの研究を考えてい
る大学院生やポスドクなど、約 70 名が参加しました。
EURAXESS Links Japan ピー・マチュ代表より、ヨーロッ
パの研究や資金獲得などの現状や、日欧間の研究協力やモビ
リティを促進させるための EURAXESS のサポート体制、日
欧協力関係の今後の展望などについて説明がありました。続
けて、実際にヨーロッパで研究活動を行い、第一線で活躍す
るおふたりの研究者、九州大学の笠木映里准教授と、鹿児島
大 学 の Dr Marco VISENTINI SCARZANELLA 氏（ JSPS 特
別研究員 ）が、ご自身の体験を交えて発表しました。
参加者にとっては、軽食を交えたカジュアルな雰囲気の中
で、研究分野を問わず、たがいに情報交換を行い、ネットワー
クを広げるための大変有益な機会となりました。
※研究者支援サイト EURAXESS Links は、情報提供や支援サービスを行
うユニークな汎欧州の専門的研究者のための新たな取り組みです。欧州
と世界をつなぐ科学的協力を強化するかたわら、研究者の移動やキャリ
ア開発の支援を目標としています。求人、外国での就労に必要な情報等
を提供するほか、奨学金、助成金公募等、研究者に有用な情報を掲載し

http://www.kyushu-u.ac.jp/topics/index_read.php?kind=&S_

たニュースレターを毎月発行しています。

Category=T&S_Page=Main&S_View=&word=&page=3&B_

EURAXESS Links Japan へのアクセスはこちら

Code=6779

japan.euraxess.org

● EUIJ 九州共催

EURAXESS Share Kyushu 2015

2015 年 4 月 15 日（ 水 ）JR 博多シティ会議室 10F において、

● アジア太平洋地域 EU センターの集まり

今年度のアジア・太平洋地域 EU センターの集まりは、韓
国済州島で、2 月 5 日から 10 日まで実施されました。前半の 5

EUIJ-Kyushu Newsletter Issue 8 July 2015
日から 7 日は大学院生ワークショップ、後半の 9 日と 10 日は、
研究者によるラウンドテーブルが開催されました。全期間を
通して、ヨンナム大学と国立ジェジュ大学にお世話をいただ
きました。
a) 大学院生セミナー
院生セミナーには、7 か国・地域から合計 30 名の参加者が
あり、それぞれの研究内容を報告しました。経済、法、政治、
文化、環境、工学など広範囲の研究分野にわたって、熱心な
報告と質疑応答で盛り上がりました。EUIJ 九州からは多様な
国籍の以下の 6 名が参加しました。
ボグダノヴァ ハナ（ 九州大学比較社会文化学府 ）、李越
欣（ 九州大学経済学府 ）、シュポレトコ ニキータ （ 九州大
学法学府 CSPA コース ）、サイス ハシュマトラ （ 九州大学
法学府 CSPA コース ）、専光寺旭洋（ 九州大学工学府 ）、イ
オンホ（ 九州大学法学府 LLD コース ）
どの参加者も、新しい仲間との出会いと、有意義なコメン
トのおかげで、予想外の寒さを吹き飛ばしました。
b) 研究者ラウンドテーブル

Other Events
● Enjoy the EU in Fukuoka
An event "Enjoy the EU in Fukuoka" arranged by the
Fukuoka EU Association, which marks the 6th time it has
been organized, was held on 19th February, 2015, at the
Nishitetsu Grand Hotel. Under the theme of "music, food,
wine, and the EU", nine various EU-related friendship
associations and societies in Fukuoka, took part as
exhibitors. The participating international students and
teachers from EUIJ-Kyushu introduced their work related
activities on the stage to the guests in the audience. In
the event, Mr. Sudre Nicolas, who is a famous sommelier
based in Kyushu, described the various European wines
that were available at the party, and a quartet group
named "De Cuatro Hojas" played requested songs by each
organization, while guests enjoyed the delicious food,
wine and beer that represented the different countries. In
a friendly atmosphere, it became a moment in which we
could feel the different cultures and attractiveness of the
EU.

恒例のアジア・太平洋地域 EU センター研究者ラウンドテー
ブルは、20 名の参加者を得て、HUFS － HRI EU センター
長であるシー・ホン・キム教授の開会の辞で始まりました。
予想外の吹雪のような天候になって到着が遅れた参加者が出
るというハプニングもありましたが、親しんだ顔、新しい顔
の EU 研究ネットワークを確認しあうことができました。
● EUCE Conference in Canada

日時：2015 年 6 月 9 日（ 火 ）〜11 日（ 木 ）
場所：University of Victoria, Canada
EUCE（ European Union Centers of Excellence ）ビクトリ
ア大学主催でアジア太平洋地域院生会議が 3 日間にわたり開
催されました。主催のビクトリア大学をはじめとして、カナ
ダ EUCE ネットワークからダルハウス大学、オタワ大学、カー
ルトン大学、ヨーロッパからイギリスのイーストアングリア
大学、アジアは香港大学、台湾大学、台湾国際大学と九州大
学から、約 25 名の学生が集まり、英語で発表と議論を行いま
した。EUIJ 九州からリャイリャ ヌルガリエヴァ（ 九州大学
比較社会文化学府博士課程 ）ワルントーン コムタロパ（ 九

After the lecture, an exchange forum for the participating
students was held. The students discussed the points
mentioned in the lecture.
The participating students from EUIJ-Kyushu commented
as follows; "The point that the Germany Chancellor
herself was promoting the signif icance of the EUGermany partnership was really impressive. That was a
very precious experience for me." (Male, junior, School
of Law, Kyushu University), "I remember clearly the
scene that she stated "Germany faced history powerfully
and repeatedly." (Male, Graduate School of Law, Kyushu
University), "As Chancellor Merkel gave a suggestion to
improving the women's labor environment, it set a good
example for Japan in which women's empowerment
is being promoted. (Female, Graduate School of Law,
Kyushu University)".
*This article is published in the TOPIX of Kyushu
University Official Website. Please refer to the article as
well from the URL below.
http://www.kyushu-u.ac.jp/topics/index_read.php?kind=&S_
Category=T&S_Page = Main&S_View= &word = &page = 3&B_
Code=6779

● Co-organized with EUIJ-Kyushu
EURAXESS Share Kyushu 2015

● Students from EUIJ-Kyushu participated in the
Visiting German Chancellor Angela Merkel's lecture
Visiting German Chancellor Angela Merkel gave a
lecture at the Hamarikyu Asahi Hall (Chuo-ku, Tokyo)
on 9 March 2015. Graduate students from all over Japan
specializing in EU research were invited; 9 students
recommended by EUIJ-Kyushu participated in the
lecture.
Chancellor Merkel provided a wide variety of topics about
common challenges and prospects between Germany and
Japan. The lecture began with the topic of the history of
Japan-Germany relations, then Chancellor Merkel also
mentioned about the Great East Japan Earthquake and its
recovery, Ukraine and Asia, the fight against terrorism,
and energy issue, etc.
Chancellor Merkel stated that the EU is promoting
students to spend a part of their educational term in
foreign nations, and is urging to build a good academic
environment, which is to be their career development. She
spoke that she would expect many Japanese students to
come and learn in Germany.

On 15 April 2015, EURAXESS Share Kyushu 2015
organized by EURAXESS Links Japan, co-organized
with the Delegation of the European Union to Japan,
and EUIJ-Kyushu, which is an event for researchers
and research administrators interested in Japan-Europe
cooperation and mobility, was held at the JR Hakata
City Conference Room, Fukuoka. Approximately 70
people including young and senior researchers, research
administrators, PhD students and post-docs, from all
fields took part in the event.
Dr Matthieu PY, Country Representative, EURAXESS
Links Japan, described EURAXESS Support tools for
Europe-Japan research cooperation and mobility, and
provided a short overview of the research landscape and
collaboration possibilities between Japan and Europe.
Two researchers, who have been active both in Europe
and Japan, Dr Eri KASAGI (Kyushu University), and
Dr Marco VISENTINI SCARZANELLA (Kagoshima
University), gave a presentation about the positive
aspects of mobility and working conditions in different

州大学法学府 CSPA コース ）、李越欣（ 九州大学経済学府修士
課程 ）の 3 名が参加しました。参加した院生たちにとっては、
日頃の研究成果を報告し、また他国の学生とのネットワーク
づくりに大変よい機会となりました。
● EUIJ 九州事務室ではインターンシップ生を受け入れました。

2015 年 1 月 6 日から 3 月 31 日までの 3ヶ月間、EUIJ 九州事
務室では新しいインターンシップ生の森永恭子さんを受け
入れました。森永恭子さんは、ノルウェーにある大学院：
Norwegian University of Science and Technology（ NTNU ）
に在籍しており、ヨーロピアンスタディを専攻し、主に EU
における歴史・政治・経済を勉強しています。
ノルウェーは、まだ EU（ 欧州連合 ）加盟国ではありません
が、EEA（ 欧州経済領域 ）や、シェンゲン協定（ 国境検査な
しで国境を越えられる協定）を締結しています。森永さんには、
住んでみてわかるノルウェー情報や、ヨーロッパ全般に関す
る情報の発信、また EUIJ 九州が主催する様々なイベントの
準備を担当頂きました。

environments.
In a casual atmosphere with refreshments, participants
exchanged opinions and useful information. It became
a helpful opportunity for participants to further expand
their network.
*EURAXESS - Researchers in Motion is a unique pan-European
initiative providing access to a complete range of information and
support services to researchers wishing to pursue their research
careers in Europe or stay connected to it.
EURAXESS Links Japan's purpose is to support European and
Japanese researchers (from PhD student level to senior level) to
find appropriate funding for their cooperative research projects
with Europe (when based in Japan) or with Japan (when based in
Europe); and to help both of these advance in their career projects
through mobility.
EURAXESS Links Japan, Researchers in Motion
Web: japan.euraxess.org

● Asia Pacific EU Centres Annual gathering
The annual gathering of the EU Centres in the Asia
Pacif ic region took place in Jeju Island, Korea in
February this year. Both the Students Conference and the
Researchers Round Table were hosted by the Yeungnam
University EU Centre (YU-EU) in cooperation with
the Law & Policy Research Institute of Jeju National
University. The participants were surprisingly welcomed
by snowy weather; a very rare event there!
a) Graduate Students Seminar, 5-7 February
The 30 participants f rom 7 countries and a region,
discussed their research subjects with 7 panels covering
various fields of EU related studies. All the participants
enjoyed the academic exchanges, as well as meeting new
friends and expanding their EU networks.
The EUIJ Kyushu sent the largest team of 6 participants.
They were; Hana Bogdanova (Graduate School of Social
and Cultural Studies, Kyushu University), Yuexin Li
(Graduate School of Economics, Kyushu University),
Nikita Shportko (CSPA program, Graduate School of
Law, Kyushu University), Hashmatullah Sayes (CSPA
program, Graduate School of Law, Kyushu University),
Teruhiro Senkoji (Graduate School of Engineering,
Kyushu University) and Unho Lee (LL.D. Program,
Graduate School of Law, Kyushu University)
b) EU Centres Round Table, 9 &10 February
This year's Round Table participants got together under
a common topic of "EU - Asia Cooperation on Peace and
Security in the Evolving World". The 20 participants
shared the roles of presenter and discussants during the
two-day Round Table event. In addition to the heated
discussions on the topic, renewing the exchanges and
solidarity among the EU researchers was as significant as
always. From EUIJ Kyushu, three researchers from three
faculties participated.
● EUCE Conference in Canada
Date: 9 to 11 June 2015
Location: University of Victoria, Canada
European Union Centers of Excellence (EUCE) at the
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University of Victoria held a conference "State of the EU
in Canada and the Asia Pacific" for graduate students
over three days. Around 25 graduate students from the
Network of EUCE in Canada including the University
of Victoria, Dalhousie University, University of Ottawa,
Carleton University, and East Anglia University (UK)
from Europe. From Asia, Hong Kong University, Taiwan
University, National Taiwan University and Kyushu
University of Japan, took part in the conference. The
students gave presentations and discussed about various
issues in English. From EUIJ-Kyushu, three students
participated as follows: Ms. Lyailya Nurgaliyeva (Graduate
School of Social and Cultural Studies, Kyushu University),
Mr. Waruntorn Kochtaropas (CSPA, Graduate School
of Law, Kyushu University) and Yuexin Li (Graduate
School of Economics, Kyushu University). It became a
good opportunity for the participating students to report

EUIJ 九州フォーラム
八谷まち子教授 最終講義
「 EU 研究への道のり 」
2015 年 7 月21日（ 火 ）九州大学箱崎キャンパス文系地区共通講
義棟 201 教室において、EUIJ 九州の代表を務める八谷まち子教授
（ 九州大学法学研究院 ）の最終講義が行われました。九州大学の
高年次基幹教育科目「EU 論基礎」の受講生および卒業生、教職員、
そして EUIJ 九州フォーラムとして一般の参加者も集まり、
「 EU 研
究への道のり」と題した講義に聞き入りました。
八谷教授は、在日スウェーデン大使館、駐日欧州連合代表部で
の勤務を経て、EU では歴史的転換となるマーストリヒト条約が
発効した1993 年に、東京大学大学院 法学政治学研究科 専修課程
（ 修士 ）に入学。1995 年修士課程を修了され、同年、九州大学大
学院 法学研究科博士課程後期に編入（ 政治専攻 ）
。1998 年には九
州大学法学部助手となり、講師、准教授を経て 2008 年から現職。
2015 年 9 月末をもってご退職の予定です。
九州大学では、留学・留学生担当教員、法学研究院国際交流委
員として留学生の送り出しや受け入れ、また外国の大学、研究施
設との学術交流協定の締結に関わる作業など国際
交流に関わる分野に尽力されました。2011 年 4 月
からEUIJ Kyushu の代表を務め、EUに関する教
育、研究、アウトリーチなど広範な活動を精力的
に実施してきました。
質疑応答での「 退職後の計画は？」という質問
に対し、現在も関わっている市民活動を継続した
いと答えられました。最後に、八谷教授は卒業生
からの花束贈呈を晴れやかな笑顔で受け取り、華々
しい最終講義となりました。

EUIJ 九州が協力・後援しました。
● フランスー福岡（ 九州）経済フォーラム2015

〜福岡版スマートシティ構想実現に向けた日仏連携の可能性〜
日時：2015 年 4 月 23 日（ 木 ）13：00〜17：00
会場：電気ビル共創館カンファレンスルーム A
主催：在日フランス商工会議所
後援：EUIJ 九州

● 九大アジア太平洋未来研究センター設立シンポジウム「 アジア

太平洋のボーダースタディーズを創る 」
日時： 2015 年 3 月 7 日（ 土 ） 13：00〜17：40
8 日（ 日 ） 10：00〜17：10
会場：ソラリア西鉄ホテル

今後のイベント・プログラム
オープンキャンパス
8 月 1 日（ 土 ） 九州大学（ EUIJ 九州のイベント開催＠箱崎キャンパス国際ホール ）
8 月 2 日（ 日 ） 福岡女子大学

EU 研究サマーコース 2015 ＠阿蘇青少年交流の家
9 月 3 日（ 木 ）～6 日（ 日 ） 3 泊 4 日の合宿型サマーコースです。詳細はホームペー
ジでお知らせします。

EUIJ 九州シンポジアシリーズ
9 月 29 日（ 火 ）"The EU-Japan FTA/EPA – Source for Growth and Jobs" ＠ JR 博多
シティ会議室 9 階

EUIJ 九州第 5 回年次国際会議 12 月

about their research progress, and to build up their global
network with scholars from around the world.

EUIJ-Kyushu Forum

Final Lecture by Prof. Machiko Hachiya,
"Road to the EU Research"
On 21 July 2015, the f inal lecture by Prof. Machiko
Hachiya, Faculty of Law, and Director of EUIJ-Kyushu,
was conducted at 201 Room, Common Lecture Building,
Hakozaki Campus, Kyushu University. Students taking
KIKAN Education at Kyushu University, alumni, school
staff, faculty members, and the general public gathered and
listened to the lecture titled “Road to the EU Research".
Prof. Hachiya worked at the Embassy of Japan in Sweden,
and the Delegation of the European Union to Japan, then,
entered the University of Tokyo Graduate School for Law
and Politics (Master’s course) in 1993. It was only one year
earlier that the historic milestone of the Maastricht Treaty
was signed on February 7th. She completed the Master’s
course in 1995 then entered Kyushu University Graduate
School of Law (Doctoral Course) in the same year. In 1998,
she became an assistant at Kyushu University School of
Law. In 2008, she gained her current position, after previous

主催：九州大学アジア太平洋未来研究センター
共催：北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター境界研究
ユニット（ UBRJ ）
協力：EUIJ 九州

● EUIJ-Kyushu received an intern
For three months, from 6 January to 31 March, EUIJKyushu received a new intern, Ms Kyoko Morinaga.
She is Japanese and a Master's course student at the
Nor wegian University of Science and Technology
(NTNU) in Norway, studying European Studies.
Norway is not yet a member state of the EU, however,
Norway is a member of the framework of EEA (European
Economic Area), and entered into Schengen Agreement,
which proposes the gradual abolition of border checks at
the signatories' common borders. Ms. Kyoko Morinaga
explained about various details concerning Norway
acquired through her experiences living there, and
information regarding the EU. Also, she worked on the
preparation of various events held by EUIJ-Kyushu.

posts as lecturer, assistant professor, and associate professor.
She will retire at the end of September 2015.
Ea rlier i n her Ky u shu Un iver sit y ca reer, she wa s
enthusiastically involved in the f ield of international
exchange such as ad mission and dispatch, both of
foreign students and Japanese students, and work related
to academic exchange agreements with universities
from abroad and research centres, as a member of the
International Exchange Committee of the Law Faculty, as
well as a member of the University International Committee.
From April 2011, she has been acting energetically as
Director of the EUIJ-Kyushu to broaden all aspects of
knowledge and information with regards to the EU in the
fields of education, research, and outreach activities.
In the Q&A session, she answered the question referring
to “plans after retirement” that she hopes to continue
participating the social activities she is currently engaged
in. Finally, after her well-received lecture and Q&A session,
Prof. Hachiya received a bouquet of flowers from a graduate,
and a standing ovation from the audience.

française du Japon
Supported by EUIJ-Kyushu

● France-Fukuoka (Kyushu) Economic Forum 2015
〜 The prospect of a Japan-France Partnership
toward the achievement of the Smart City Project in
Fukuoka〜
Date: Thu. 23 April 2015, 13:00〜17:00
Venue: Conference Room A, Kyosokan, Denki Building,
Fukuoka
Organized by La Chambre de commerce et d'industrie

● CAFS (Center for Asia-Pacific Future Studies
of Kyushu University) Inaugural Symposium
"Reshaping Border Studies on Asia and Pacific"
Date: Sat. 7 March 2015, 13:00-17:40, Sun. 8 March 2015,
10:00-17:10
Venue: Solaria Nishitetsu Hotel, Fukuoka
Organized by CAFS (Center for Asia-Pacific Future
Studies of Kyushu University)
Co-organized by Eurasia Unit for Border Research, Japan
(UBRJ), Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido
University
Cooperated by EUIJ-Kyushu

EUIJ 九州

EUIJ-Kyushu Contact Information

Events EUIJ-Kyushu cooperated and supported

EUIJ 九州事務局
〒 812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学 EU センター内
（ 旧工学部本館 2 階 254 号室 ）
TEL: 092-642-4433, 4434 FAX: 092-642-4435
secretariat@euij-kyushu.com
EUIJ 九州 福岡女子大学分室
〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
公立大学法人 福岡女子大学 国際化推進センター内
TEL: 092-663-4005 euij@fwu.ac.jp

EUIJ-Kyushu Administrative Office
Kyushu University
Engineering Main Bldg. 2nd Fl Rm 254
6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku Fukuoka, 812-8581
TEL: +81 (0)92 642-4433, 4434 FAX: +81 (0)92 642-4435
secretariat@euij-kyushu.com
EUIJ-Kyushu Branch Office in Fukuoka Women’s University
1-1-1 Kasumigaoka, Higashi-ku Fukuoka, 813-8529
TEL: +81 (0)92-663-4005 euij@fwu.ac.jp

Upcoming EUIJ-Kyushu Events and Programmes
Open Campus

1 August at Kyushu University (EUIJ-Kyushu Event at International Hall,
Hakozaki Campus)
2 August at Fukuoka Women’s University

EUIJ-Kyushu Residential Summer Course 2015 (RSC)

3-6 September: at the National Institute for Youth Education in Aso,
Kumamoto prefecture. Please visit EUIJ-Kyushu website for more
information.

EUIJ-Kyushu Symposia Series

29 September: "The EU-Japan FTA/EPA – Source for Growth and Jobs" at
JR Hakata City Conference Room 9F

EUIJ-Kyushu 5th Annual International Conference;

メールマガジン
EUIJ 九州は、最新情報を提供するためのメールマガジンを配信して
います。
配信ご希望の方は admin@euij-kyushu.comまでご連絡ください。

Web サイト・Facebook
http://www.euij-kyushu.com
Facebook アカウント名：EUIJ-Kyushu

Subscribe to our Mail Magazine!
Please send an email to admin@euij-kyushu.com

Visit us on our website and on Facebook!
http://www.euij-kyushu.com
Facebook Account Name : EUIJ-Kyushu

Scheduled in December
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