
 

 

産業組織論、競争戦略論、中小ベンチャー企業論 

研究内容 

産業組織論はミクロ応用経営学の分野です。産業組織論は様々な産業での

「望ましい競争」のあり方を研究し、政府規制の立案に役立てることを目

的とします。	 

競争戦略論は経営学・マーケティングの分野です。企業が戦略を立てる際には、その市場におけ

る競争状態を分析する必要があるため、産業組織論と密接な関係があります。	

中小ベンチャー企業論は学際的な分野です。中小ベンチャー企業に関する公共政策、競争戦略、

マーケティング、資金調達、人材戦略など、扱う内容は多岐に渡ります。	

ゼミ活動と特徴 

〔8 回レポート執筆〕	産業組織論の理解を深めるとともに論理的思考能力を育成する、美樹ゼ

ミならではの活動です。	

〔三田論〕	グループで執筆を行い商工総合研究所主催の「中小企業懸賞論文」に提出します。

昨年は準賞を頂きました。	

〔生涯ゼミナール〕	OB・OG とのつながりが強く、月一回の親睦会、美樹ゼミ総会など交流の機

会が多いです!卒業後もゼミの一員としてあり続けます。	

〔フィールドワーク(企業訪問)重視〕研究を机上の空論に終わらせないために、美樹ゼミではフ

ィールドワークを重視しています。実際に企業にお話を伺うことで多くの発見があります!		

〔社会人基準〕	美樹ゼミでは、ゼミを社会に出る前の訓練の場と考えて、気品や知徳を身につけ

ることを目指しています!	

活動日・構成人数 

月曜・水曜４、５限	

25 期 8 名(男⼦ 4 ⼥⼦ 4) 、26 期 7 名(男⼦ 2 ⼥⼦ 5) 

連絡先 

入ゼミ用メールアドレス takamiki-adm20@fbc.keio.ac.jp	

Twitter					@mikisemi2020	

HP									「高橋美樹研究会」で検索！	

Facebook				高橋美樹研究会	
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田邉勝巳研究会

研
究
内
容

Q：田邉ゼミって何するの？
A：ミクロ経済学の理論を基礎から学び、
　    計量経済学を使って、現実的な政策提言をします。

Q：どんなことを研究するの？
A：一見経済学とは関係がないような、
　 自由なテーマを研究することができます。
　 例）魅力のある祭りとは？・違法DLの経済学・ネット広告の有用性

ゼミ員構成
11期 17 名（男 9  女 8）
12 期 17 名  （男 8  女 9）
（例年 16~18 人募集）

全ゼミ生が泣いた、感動の成長
学びは理論だけじゃない！

実際のデータを使って社会問題の解決策を
模索する「実証分析」をするので、学びが
現実社会に直結。これを勉強してる！が
ハッキリ言える。数字を武器に説得力のあ
る発言ができるようになる！

遊びも学びも全力で！

勉強だけがゼミじゃない！ソフトボール大会
や社会科見学、合宿、ディズニーに行くこと
も。誕生日には、メッセージを送りあったり！
尊敬できる大切な一生の仲間ができる。そん
な田邉ゼミで充実の三田ライフを送ろう！

現状維持にサヨナラ！

レベルの高い同期に囲まれての豊富な
プレゼン機会を通してプレゼン力を磨ける！
多くの議論を通して論理思考力も身につく。
3年生には 4年生がつき、手厚いサポートを
してくれるメンター制度が魅力！

田邉ゼミ半端ないって。

基本情報

実社会

計量
経済学

ミクロ
経済学

※田邉ゼミ 12 期の意見です

 とりあえず全分野のゼミを確認
 先輩に会ったら情報を求む
 ブースにいる先輩の雰囲気を感じる
 パンフのクオリティに注目
 興味がわいたゼミは SNS をフォロー

ゼミ選びのポイント　第１弾

活動日
水曜日：4.5 限
金曜日：4.5 限

( 両日とも先生がいらっしゃいます )

Twitter : @tanabe2019

Mail : tanabe.newzemi2019@gmail.com

ゼミに関する質問、相談などがありましたら
お気軽にお問い合わせください。
ご連絡お待ちしています！

田邉ゼミ   12 期入ゼミ係おいでよ田邉ゼミ！
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TANIGUCHI 
SEMINAR
我々のvision 
谷口ゼミは、比較制度分析や経
営戦略論などに基づいて、現実
の世界で進化を遂げている様々
な制度に焦点を当てつつ、企業
経営に留まらずエネルギー、環
境問題、政治経済、国際関係な
どを学んでいます。また、企業
の持続的競争優位性だけでなく
地球の持続可能性の実現に貢献
し得る研究を日々進めています。
谷口ゼミは、ゼミ員それぞれが
個性豊かな能力、趣味を持つこ
とで、新たな情報を共有し合い、
互いに高め合える場所です。

ゼミの雰囲気 
２０期を迎える谷口ゼミでは、
OPの方とつながりもありつつ、
各代でゼミ員が主体的に改善を
重ね、積極的に活動に励んでい
ます。ゼミでは、３コマも教授
が参加されることに加え、プレ
ゼンテーションやディスカッショ
ンを通してゼミ員同士が活発に
意見を交わすことで、質の高い
学習が可能な場となっています。
また、ゼミ員には勉強だけでな
くスポーツや音楽などに才能を
発揮している人が多く所属して
いることから、それぞれの個性
を生かした多様性あふれる活動
が行われています。

活動日程 
月曜４限　サブゼミ 
水曜４～６限　本ゼミ 
比較制度分析/経営学/個人プレゼン/ 
チームプレゼン/ その他課外活動研
修 

男女比 
１８期：１４人（男女比　１１：３）

１９期：１７人（男女比　３：１４）

連絡先 
Twitter : @taniguchizemi 
Instagram : @taniguchizemi2018
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鶴光太郎鶴光太郎研究会
Tsuru Kotaro Seminar

鶴光太郎研究会研究会
（組織と制度の経済学）

研究内容 現実の経済制度・仕組みを理解する上で不可欠な応用ミクロ経済学（ゲーム理論、
情報の経済学）の基礎を身に付けた上で、「組織と制度の経済学」を学びます。
卒業して社会に出てからも自力で様々な経済現象を分析し、制度設計ができる
フレーム・ワークを持てるようになることが目標です。

特徴

鶴ゼミは、社会に貢献できるプロフェッショナルを育てる「寺子屋」です。

• 英語の文献にもひるまず挑戦し、国際的視点を養う
• 現在進行形で起きている様々な政治・経済問題、政策動向に対して常に敏感に
アンテナを張り、情報収集・分析・議論できる力を養う

• 個人のプレゼン力を高める
• 職業人生の成功に重要な性格スキルを鍛え、線を引かない成長を目指す

活動内容
本ゼミ：水曜４限

春学期：『ゲーム理論と情報の経済学』輪読
秋学期：BSZ（ミクロ経済学）を英語で輪読

組織と制度の経済学を学ぶ基礎を身につけます。

本ゼミ：水曜５限
The Economist・日経新聞

からの記事紹介プレゼンテーション
幅広く時事問題に対する見識を深めます。

サブゼミ：月曜５限
春学期：BSZの基礎パート輪読
秋学期：三田祭論文作成など

英語の教科書を読むことで経済学の知識だけで
なく読みぬく粘り強さも身につけます。

教科書
BSZ：アメリカのMBAでも使われている実践的な
ミクロ経済学の教科書
ゲーム理論と情報の経済学：難解な数式を使わず
にゲーム理論と情報の経済学を学ぶ教科書

ゼミ員構成

4年生（6期）：9名
男子5名／女子4名

3年生（7期）：9名
男子4名／女子5名

連絡先
Mail
tsuruzemi@gmail.com

HP
https://keioshotsuru.wixsite.com/tsuruzemi

Twitter
@TSURUzemi2019

＜HP＞

＜Twitter＞

鶴ゼミに少しでも興味を持ってくださった方は鶴ゼミに少しでも興味を持ってくださった方は
ぜひブースまでお越しください！
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寺西
てらにし

勇生
ゆ う き

研究会
≪専攻：マクロ経済学・計量経済学≫ 

・活動内容 

・活動日 水曜４限  

・構成人数 大学３年生（男２名） 

・ゼミの雰囲気 

生徒の自主性が非常に重要視されているため多くのことを生徒同士が話し

合って決めていきます。夏に合宿を行う際は他大学のゼミと合同で今までは

行ってきました。また教授との距離も非常に近く自由な雰囲気のゼミで、ゼ

ミ以外に力を入れたいものがある人にもおすすめです。 

連絡先 Mail:ysdhrk89@keio.jp(安田明生) 

私たちのゼミは昨年度から募集を再開したゼミであり、その

ため活動内容を一から先生と話し合いながらも生徒が中心とな

って進めています。現在では Eviews という統計ソフトを用いな

がら教科書を輪読して発表をしています。 
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友岡賛研究会（会計学） 
Ⅰ教授より 

研究領域は会計学全般とする。友岡⾃⾝の主な研究領域は①

財務会計の基礎理論、②会計史、および③会計プロフェッシ

ョナル論だが、このことによる制約は⼀切ない。 

Ⅱ研究会の特徴 

どのような問題についても基本的な思考に⽴ち戻って考える

研究姿勢を重視する。 

Ⅲ学⽣への要望 

⾃由な雰囲気の研究会と思われているらしいが、⾃由と放縦

を履き違えないように。 

Ⅳ選考⽅法 

⾯接をもって選考する。 

Ⅴ友岡の経歴等 

慶應義塾⼤学病院に⽣まれ、慶應義塾幼稚舎等を経て、慶應

義塾⼤学卒業。慶應義塾⼤学助⼿等を経て慶應義塾⼤学教

授。博⼠（慶應義塾⼤学）。 

【参考⽂献】 

友岡『会計学の考え⽅』泉⽂堂、2018 年 

友岡『⽇本会計史』慶應義塾⼤学出版、2018 年 

友岡『会計と会計学のレーゾン・デートル』慶應義塾⼤学出

版、2018 年 

友岡『会計の歴史』税務経理協会、2016 年（改訂版、2018

年） 

友岡『会計学の基本問題』慶應義塾⼤学出版、2016 年 

友岡（訳）『歴史に学ぶ会計の「なぜ？」』税務経理協会、

2015 年 

友岡『会計学原理』税務経理協会、2012 年 

友岡（監修）『ルカ・パチョーリの『スムマ』から福澤へ』

慶應義塾⼤学図書館、2012 年 

友岡『会計⼠の誕⽣』税務経理協会、2010 年 

友岡『会計学はこう考える』ちくま新書、2009 年 

友岡『六本⽊ママの経済学』中経の⽂庫、2008 年 

友岡（編）『会計学』慶應義塾⼤学出版、2007 年 

友岡『会計の時代だ』ちくま新書、2006 年 

友岡、⼩林（訳）『会計⼠の歴史』慶應義塾⼤学出版、2006

年 

友岡『会計プロフェッションの発展』有斐閣、2005 年 

友岡（監訳）『会計破綻』税務経理協会、2004 年 

友岡（訳）『会計学の基礎』有斐閣、1998 年 

友岡『株式会社とは何か』講談社現代新書、1998 年 

友岡『歴史にふれる会計学』有斐閣、1996 年 etc. 

＜ゼミ員より＞ 
友岡研究会の最⼤の特徴は、⾃由な雰囲気のゼミということです。それゆえにゼミ員各⾃が⾃主的に学ん
でいく姿勢が求められます。ゼミ員の構成は様々で、サークル活動、インターンシップ、アルバイトや資
格試験に挑戦する者など、それぞれの個性が豊かです。⼤学教員１０名以上、公認会計⼠８０名以上輩出
するなど、学びに意欲的な研究会です。

＜活動内容＞           
⒈ 本ゼミ（⽔曜 4・５限） 
本ゼミでは教授の指導の下、４年⽣の卒業論⽂
発表や⽂献の輪読、三⽥論の作成等。 
⒉ サブゼミ（⽉曜 5 限・隔週） 
サブゼミでは、院⽣の⽅の指導の下、会計学の
基礎について学んでいきます。 
 
Twitter アカウント @tomookazemi2020 

＜ゼミ員連絡先＞ 

代表 内桶朱⾥ shuri.uchioke@keio.jp 

⼊ゼミ担当 
⾺場悠⽮ zeke.yuya@gmail.com 
⼩林隆将 takamasa76@keio.jp 
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中島隆信研究会
応用経済学

活動内容
私たち中島ゼミは、知識人の共通語といわれる経済学を用いて社会分析を行っています。
ゼミとしての活動は少なめですが、その活動のために各自での十分な準備が求められます。
春学期は与えられた課題について 名のグループでプレゼンをし、全員でその問題について考え理解を深めます。
また、秋学期には様々な視点を身に着けるためのフィールドワークも行います。

ゼミ活動日
木曜４・ 限に活動しています。 ＊サブゼミはありません

ゼミ構成員
期生（４年生）… 人（男８人、女４人） 期生（３年生）… 人（男４人、女８人）

研修先
岩手県和賀町、鳥取県日野市、大分県中津市、中国テクノセンター（シンセン）など

中島教授から一言
三田で過ごす２年間は、専門分野の知識を深めるとともに社会人として必要とされる人間力を高める時期だと考えています。私のゼミでは、３年時で経

済学的思考をしっかり身に着けたうえで、４年時にはそれを具体的なテーマに応用して卒業論文を仕上げていきます。それと同時に、ゼミで提供される

様々な研修に参加することを通じて人間力を高めることを目指します。意欲のある学生諸君を歓迎します。

ゼミ員から一言

少人数で運営しているため教授との距離が近く、勉強するにはうってつけの環境が整っています。また、ゼミ活動の中で様々なフィールドワークや ・

外部の方との交流がありとてもバランスの取れたゼミだと思います。三田生活で様々な活動と両立したい２年生の皆様をぜひお待ちしております。

連絡先

なんでもお答えするので気軽に連絡してください。
三上 晃平（入ゼミ担当） 浅井 紗瑛（入ゼミ担当）
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永見尊研究会
教授
永見 尊（ながみ たかし）

専門領域：監査論
研究内容：

未確定事項（特にゴーイング・
コンサーン問題）の監査報告、
監査人の独立性

この研究会では「監査論」を中心として、監査証拠や監査手
続といった様々なテーマについて議論していきます。単なる知
識の詰め込みではなく、根底概念の理解・探求を目指します。

ゼミ員は、会計士受験生、他学部生、企業家など様々で、例
年公認会計士試験に挑戦する方が多く来てくれますが、その
ような勉強をしていない方でも上記のテーマに関心のある方、
積極的に参加してくださるメリハリのある方を募集しています。

メンバー
期： 人（男 人、女 人）
期： 人（男 人、女 人）

活動
年：木曜 限
年：木曜 限
サブゼミ：なし
必修：春学期 木曜 限 ゼミ員一同お待ちしています！
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活動内容

「環境問題・エネルギー政策」について
学ぶ中で、経済学的に捉える力、論理的
に考える力、積極的に伝える力の3つの
能力を養います。課題であると感じた
分野について各々で研究を進めることができます‼

ゼミ員構成

4年生：15名（男8：女7）
3年生：21名（男13：女8）

活動日

火曜4•5限（本ゼミのみ）

研究テーマ

エネルギー経済

★このの分野野分野を野を学を学学べるのはのは野村村野村ゼミミゼミだけ！★
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本ゼミ：水曜日
４、５限

17期:7人(男3人、女4人)
18期:9人(男8人、女1人)

※サブゼミはありません

バイトやサークルと
両立しやすいゼミです！

体育会の方も所属しています！

研究領域：
マーケティング・サイエンス

留学：可能
他学部受け入れ：可能

年間スケジュール
4月：事例報告論文
     英語論文発表
5月：グループテーマ発表
6月：グループワーク
9月：ゼミ合宿
10月：三田論
111月：三田祭展示
12月：入ゼミ関連

Email:
hamanyusemi2020@gmail.com

Twitter:
@hamanyusemi2020

濱岡豊研究会
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日高千景研究会日日日日高高高高千千千千景景景景研研研研究究究究会会会会

研究 
領域

からとらえる

・

を学び

を感じてみませんか

日高ゼミ4つのポイント

今ここにない未来は 
自分で創る

今ここにない未来は 今ここにない未来は 今ここにない未来は 今ここにない未来は 
自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る

を学びを学び

を感じてみませんかを感じてみませんか

自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る自分で創る

グローバル化に伴う急速な時代の変化にイノベーションは必要不可欠だといえます。 

日高ゼミでは多様なイノベーションの事例を、実在する企業をベースに分析・考察 

していくことで、今の社会で必要とされる論理的思考力を身につけていきます。 

また、體育會やインターンなどゼミ以外の活動にも力を入れている人も多く、 

刺激ある仲間と切磋琢磨していく最高の環境が整っています。 

大学生活における大切な三田での二年間を日高ゼミで一緒に過ごしてみませんか。

グローバル化に伴う急速な時代の変化にイノベーションは必要不可欠だといえます。 

日高ゼミでは多様なイノベーションの事例を、実在する企業をベースに分析・考察 

していくことで、今の社会で必要とされる論理的思考力を身につけていきます。 

刺激ある仲間と切磋琢磨していく最高の環境が整っています。 

分析企業例分析企業例分析企業例分析企業例分析企業例

活動日：本ゼミ　　水曜4.5限 

　　　　サブゼミ　金曜4.5限

構成員：3年（10期）12人（女子5名） 

　　　　4年（9期）  12名（女子6名）

基本情報基本情報基本情報基本情報基本情報

ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報ゼミ・イベント情報

〇新歓合宿 〇ソフトボール大会

〇夏合宿 〇三田論 〇その他多数

質問・相談などお気軽にお問い合わせください！
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平野隆研究会
「根拠のあるユニークな見解を導き出す力」と

「他人を説得できるプレゼンテーションの能力」を身につける

【活動日】

月、木曜日 ４、５限
（どちらも本ゼミ！）

【ゼミ員構成】

４年：１０名（男 女

３年： ９名 男 女
【活動内容】

・輪読、プレゼン、ディベート

・ニューススピーチ

時事問題についてスピーチと議論

・ブックレポート

興味のある本について要約、批評

経営史
・経営に関する諸問題を歴史の
中に置き、現在を洞察する学問。

・歴史を用いて現在の企業経営
の本質を理解する。

消費社会論
・「人はなぜ消費するのか」とい
う問いに対し、合理的に説明で
きない部分について研究する。

・学べるのは平野ゼミだけ！

【専門分野】
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29人

ゼミ合宿 9月予定！
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柳瀬典由研究会

基本情報
活動日 本ゼミ 木４・５限

サブゼミ 各グループ毎
ゼミ員構成 ３年 ９人（男６人 女３人）

４年 ８人（男５人 女３人）

活動内容
３年 輪読・論文執筆・統計ソフト演習
４年 卒業論文執筆

ゼミ

ゼミメールアドレス

柳瀬ゼミの特徴 全国規模の研究報告会への参加
：「リスク」をキーワードに幅広い分野のゼミが参加。

東学保：「保険」を中心とする歴史の長い研究報告会。
：経営戦略・組織論とリスクマネジメントのゼミを中心とする研究報告会。

慶應義塾保険学会：今年度より学生報告会に参加。
研究報告大会には，金融・保険業界を中心に多くの実務家が参加します。学生同士
の交流に加えて，他大学の教員や実務者とも交流することができる貴重な機会です。

研究内容
慶應で唯一「リスクマネジメント」について研究し
ているゼミです。「リスク」に関連したテーマを探
し、年に数回開催される各研究報告大会に向けて、
企業の財務・市場等データ等を用いた仮説検証型の
グループ研究を行います。新設ゼミですが、普段は
東京理科大学の４年生にもアドバイスをもらいなが
ら研究を進めています。

柳瀬ゼミは今年から始まった新しい
ゼミです。私達と一緒にゼミを作り
上げましょう！
ブースでお待ちしています！

連絡先
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藪友良研究会

連絡先･HP
質問・相談などありましたらお気軽に
ご連絡ください。
Twitter：@yabukenkyu2019
Mail：yabukenkyu2019@gmail.com
HP：https://yabuseminar.wixsite.com/website

本ゼミ(月曜4,5限)

サブゼミ(木曜4,5限)

ゼミ員構成
4年生(7期)：男子9人,女子2人
3年生(8期)：男子4人,女子6人

経済学と統計学をツールとして、ゼミ員各々が興味ある
テーマで実証分析(仮説を立て統計データから検証)を行
います。

藪ゼミの特徴
1. 少人数制
毎年12名以下の少人数体制をとり、教授からのフィー
ドバックも手厚いです.
2. スキルが身につく
自由なテーマ設定の下で、データ分析を行うことがで
きます! 今年からＲの講習も始めました。
3. 高い論文実績
毎年歴代の3年生が三田商学学生論文で受賞してます!

本ゼミ
３年生は輪読･実証分析
４年生は卒論・Ｒ講習
サブゼミ
ディベート･ディスカッ
ション

イベント
社会科見学･お菓子パー
ティー･夏合宿 等

研究内容

活動日

活動内容
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※本日の個別ブースは1時間のみとなります

本質を見抜く力

独自の意見を持つ力

人に理解してもらう

優れた答えを導く力

実行に移す力

身につく5つの力

計量経済学をツ〡ルに 
総合力を身につける

活動内容
全員参加型のディスカッションやプレゼンを中心に進めていきます。
様々な意見を持った先生とゼミ員で、真剣で熱い話し合いが行われま
す。 
社会人と方と多く関わることのできる社会人WSをはじめとする様々
なWSや、活動の中で数多く行うプレゼンテーションなど、経済学的
な知識だけではない多面的な知識が身につく活動が盛りだくさんで
す！ 

VOICE
Vision with Output/Input Cycle and Expansion

Input → Output

各々が持っているVisionに向かってinputと
outputを繰り返し成長していく

VISIONVISIONVISIONVISIONVISIONVISIONVISIONVISION

VOICE
キャッ

チフレ
ーズ

キャッ
チフレ

ーズ

先生＆ゼミ員
慶應義塾大学  
商学修士 
ブラウン大学  
経済学博士 
専門：応用ミクロ経済学 
         労働経済学

12期 
男 10人 
女 12人 

13期 
男 9人 
女 14人

アドレス： yamamoto.info2019@gmail.com

twitter：yamazemi2019 
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Analyzing Baseball Data with R
R

R

WAKO
SEMINAR
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Yoann Potiron ゼミゼミ 
 

分野、専攻、領域 
 
Financial Econometrics 
 

予定活動日 未定 (現在は水曜4限） 

昨年度の選考方法 書類選考 

在籍人数 

４年生：０人 
３年生：男子５人、女子０人 
　　　（うち他学部０人、留学中・留学予定者０人） 
院　生：０人 

 
 
 

Information 
 
The emphasis of this class is on financial econometrics. Theory and applications will be              
extensively discussed, and students will be working actively by themselves possibly on            
both sides. The theory will involve two main related areas of financial econometrics,             
time series analysis and stochastic calculus. Finally, applications will be on the use of              
high frequency dataset in stock prices. In particular, we will be using R software              
extensively. 
 
 
 
*Additional info is available in Yoann Potiron’s homepage. 
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