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Sustainability is a key concept not only in public policy but also in the private sector. 
Indeed sustainability cannot be envisaged without effective collaboration between 
public institutions and businesses, and there is a need to connect them and support 
collaboration by expertise and spirit. The lecture explains the EU’s policy making 
process on sustainability and how voices of stakeholders can be delivered to the 
process through consultancy. Then the lecture focuses on the EU’s strategy on CSR and 
presents case studies of Unilever and Volkswagen.  
 
About the speaker 

Mr. Andrea Boccuni is a consultant at the Schuttelaar&Partners specialized in EU Public Affairs. 

He designs and implements advocacy strategies representing the clients’ interests towards the 

EU institutions and other stakeholders. He has five years of experience in dealing with health, 

food, environmental and agricultural policies. He studied political science and international 

relations at Universita del Salento (BA) and public administration and European governance at 

Leiden University (MA). His publications include “E-Citizens and the EU Commission: Variation 

in the share of individuals participating in the Commission’s online consultations”, European 

Journal of Comparative Studies (2014). He teaches regularly at the University of Amsterdam, 

the Wageningen Food Law School and the TIAS School for Business and Society. 
 
The lecture is delivered at the course, History, Institutions and Politics of the European Union.  

 

For further information, contact: 

Akihisa Matsuno 

EUIJ Kansai, OSIPP： matsuno@osipp.osaka-u.ac.jp 

Masataka Nakauchi  
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EU インスティテュート関西  公開授業 

 

「ヨーロッパ連合：その未来はサステイナブルか？」 

 

アンドレア・ボクニ氏 

スフッテラール＆パートナーズ、ヨーロッパ問題アドバイザー 

 

6 月 1 日（木）2 限目（10:30-12:00） 

OSIPP3 階、マルチメディアルーム 

（授業は英語で行われます） 

 

サステイナビリティは公共部門のみならず民間部門においても重要な概念となっている。

実際、官民連携なくしてサステイナビリティを実現することはできないだろう。そこに、官と

民を結びつけ、専門性と熱意をもって連携を支える必要が生まれてくる。講義では、サ

ステイナビリティについての EU の政策決定過程、ステークホルダーの声をコンサルタント

を通じてどうやったらその過程に届けることができるのかを解説する。そして EU の CSR（企

業の社会的責任）についての戦略にフォーカスをあて、ユニレバーやフォルクスワーゲン

の事例を紹介する。 

 

アンドレア・ボクニ氏 

 現在、スフッテラール＆パートナーズでEUの政策担当コンサルタント。EUや他のステークホル

ダーに対して、クライアントの利益を代弁してアドボカシー戦略をつくり実践する仕事をしている。

保健、食品、環境、農業の各政策について 5 年間の経験を有する。イタリアのサレント大学で学

士号（政治学・国際関係論）、オランダのライデン大学で修士号（行政・ヨーロッパのガバナンス）

を取得。発表論文に、E-Citizens and the EU Commission: Variation in the share of individuals 

participating in the Commission’s online consultations, European Journal of Comparative 

Studies (2014)がある。アムステルダム大学、ワーヘニンゲン食品法学部、TIASビジネススクー

ルでも講義を行っている。 

 

＊本講義は中内先生の「EU 論（歴史、制度、政治）」の授業の一環として行われます。 
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