EUSI in Tokyo “EU 経済”共同研究グループ
国際コンファレンス

“Who will provide the next Financial Model?
Asia’s Financial Muscle and Europe’s Financial Maturity”

主催： EUSI in Tokyo 「EU 経済」共同研究グループ
共催：一橋大学・慶應義塾大学戦略的大学連携支援事業
協賛：日本金融学会国際金融部会

2010 年 12 月 11 日（土）
一橋大学 第三研究館 307 会議室
（http://www.hit-u.ac.jp/guide/campus/campus/index.html）

プログラム
8:30-9:00

受付

9:00-9:10

開会の挨拶
小川 英治 教授 (EUSI 副所長・一橋大学)

Session I

The Financial Regulation
座長： 柴山 千里 教授 (小樽商科大学)

9:10-9:30

タイトル： “The EU’s approach to improving financial regulation”
スピーカー： Prof. Iain Begg (London School of Economics)

9:30-9:50

タイトル： “Asia’s approach to in Financial Services Agency improving
financial regulation”
スピーカー： 三村 淳 氏 (金融庁)

9:50-9:55

討論者： 井上 淳 氏 (一橋大学)

9:55-10:00

討論者： 三隅 隆司 教授 (一橋大学))

10:00-10:15

討論

10:15-10:30

コーヒー・ブレーク

Session II

Monetary and Fiscal Policy
座長： 円居 総一 教授 （日本大学）

10:30-10:50

タイトル： “ECB's policy and implications of the worsening fiscal
balances”
スピーカー： Dr. Francecso Drudi （ECB）

10:50-11:10

タイトル： “Monetary Policy in Emerging Asia: Evolution and
Challenges Spanning the Asian and Global Financial Crises”
スピーカー： 有吉 章 教授 (一橋大学)

11:10-11:30

タイトル： “China's monetary/financial policy and financial sector”
スピーカー： Dr. Alicia Garcia-Herrero (BBVA Hong Kong)

11:30-11:35

討論者： 田中 素香 教授 (中央大学)

11:35-11:40

討論者： 熊本 方雄 准教授 (東京経済大学)

11:40-11:45

討論者： 岡嵜 久実子 氏 (日本銀行)

11:45-12:05

討論

12:05-13:30

昼食 （308会議室）

Session III

The Financial Sector
座長:

13:30-13:50

大野 早苗 准教授 （武蔵大学）

タイトル： “Competitiveness/maturity/stability of Europe's financial
institutions”
スピーカー： Prof. Carlo Altomonte （Bocconi University）

13:50-14:10

タイトル： “Competitiveness /maturity/stability of Japan's financial
institutions”
スピーカー： 深尾 光洋 教授 （慶應義塾大学）

14:10-14:30

タ イ ト ル ： “BOJ's policy and implications of the worsening fiscal
balances” (仮)
スピーカー：白塚 重典 氏 (日本銀行)

14:30-14:35

討論者： 林 秀毅 氏 (慶応義塾大学・みずほ証券)

14:35-14:40

討論者： 勝 悦子 教授 (明治大学)

14:40-14:45

討論者： 吉野 直行 教授 （慶應義塾大学）

14:45-15:05

討論

15:05-15:25

コーヒー･ブレーク

Session IV

Exchange Rate System
座長: 佐々木 百合 教授 （明治学院大学）

15:25-15:45

タ イ ト ル ： “Implications for EMU-integration of Europe’s Policy
Response to

the fiscal crisis (in Greece and other countries)”

スピーカー： Prof.Helmut Wagner (University of Hagen)
15:45-16:05

タイトル： “Regional Monetary Co-operation in Asia”
スピーカー： 小川 英治 教授 (EUSI ・ 一橋大学)

16:05-16:25

タイトル： “Role of the SDR”
スピーカー： Dr. Paola Subacchi （Chatham House）

16:25-16:45

タイトル： “Financial crises, balance of payments and exchange rate
regimes”
スピーカー： 嘉治 佐保子 教授 (EUSI ・ 慶應義塾大学)

16:45-16:50

討論者： 岡野 衛士 准教授 (千葉経済大学)

16:50-16:55

討論者： 工藤 芽衣 氏 (津田塾大学)

16:55-17:00

討論者： 川﨑 健太郎 准教授 (東洋大学)

17:00-17:05

討論者： 清水 順子 准教授 (専修大学)

17:05-17:25

討論

17:25-17:40

閉会の挨拶
嘉治 佐保子 教授 (EUSI ・ 慶應義塾大学)

18:00-20:00

懇親会（会場：佐野書院）
(http://www.econ.hit-u.ac.jp/~coe-res/paper_doc/sano.pdf)

