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2018 年度　センター活動報告

◆シンポジウム，講演会等
・地域経済経営ネットワーク研究センター　シンポジウム「地域金融機関の課題」　日時：2018 年 11 月 23 日（金）

午後 1 時 30 分から 4 時 15 分　場所：北海道大学学術交流会館　　小講堂
・セミナー「生産とロジスティクス－役割 / 特色 / 今後も－」（講演者　吉本　一穗） 日時：2018 年 5 月 11 日（金）

13 時 00 分～ 14 時 30 分　場所：北海道大学経済学研究院棟　3F　301（開催責任者　今井　晋，鈴木　広人）
・セミナー「日本にポピュリズムは存在するか？米国ジャパノロジストの洞察」（講演者　Kenneth Ruoff）日時：

2018 年 6 月 28 日（木）16 時 00 分～ 18 時 00 分　場所：北海道大学経済学研究院棟　3F　301（開催責任者
町野　和夫）

◆研究会，その他
北海道大学大学院経済学研究院　地域経済経営ネットワーク研究センター　研究会（全 8 回）

① 2018.4.23, 12:10 ～ 「地域一体型の複合企業（地域コーポレーション）－ NPO が主導する新しい経
営形態の創造－」加藤　知愛　研究員

② 2018.6.12, 12:10 ～ 「Europe and China regional focus」ジル・カンパニョーロ　共同研究員
③ 2018.7.5, 12:10 ～ 「生産性とマネジメントのあり方」大山　睦　共同研究員
④ 2018.9.27, 12:10 ～ 「New Stage of Economic Reforms in Uzbekistan and its first Results」イスラモフ・バ

フティヨル　共同研究員
⑤ 2018.10.18, 12:10 ～ 「Positive optimal tariff rate in a small country」山梨　顕友　研究員
⑥ 2018.11.29, 12:10 ～ 「ザンビア・カブウェにおける鉛汚染と家計行動」山田　大地　研究員
⑦ 2019.2.13, 12:10 ～ 「文化財の貿易データを用いた新しい文化圏分類の構築と検証」高良　佑樹　共

同研究員
⑧ 2019.2.21, 12:10 ～ 「Child costs on marriage market: Game theoretical study」田中　藍子　研究員
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坂川　裕司　研究員
【講義】
広島大学経済学部　講師（2018.8.1 ～ 2018.9.30）

髙木　真吾　研究員
【その他】
北海道経済学会　理事
一般社団法人 専修大学デジタルコミュニティ通貨コンソーシアムラボラトリー　研究員

橋本　努　研究員
【講義】
京都大学大学院教育学研究科　非常勤講師
【委員会活動】
シノドス国際社会動向研究所　理事
【新聞等寄稿】
【書評】「ジル・ドスタレール，ベルナール・マリス著『資本主義と死の欲動』藤原書店」『週刊東洋経済』6783，114 頁 , 

2018.3.31。
【メルマガ】「＜知の巨人たち＞マックス・ウェーバー」『α-Synodos（シノドス）』「特集：若者と雇用」 Vol. 241，

2018.4.1。
『朝日新聞』「＜耕論＞ NPO，埋もれてない？「公共を担う」，育った２０年」（2018.4.5）。
【書評】「ジェフリー・ミラー『消費資本主義！見せびらかしの進化心理学』片岡宏仁訳，勁草書房」『週刊東洋経済』

6789，114 頁，2018.4.28。
【書評】「松島斉『ゲーム理論はアート』日本評論社」『週刊東洋経済』6796， 90 頁 , 2018.6.2。
【書評】「D．ウェイド・ハンズ『ルールなき省察』高見典和 / 原谷直樹 / 若田部昌澄監訳，慶応義塾大学出版会」『経済セミナー』

No.730，104 頁，2018.9.1。
【メルマガ】「なぜリベラルは嫌われるのか ? (1)，（2），（3），（終）」『α-Synodos（シノドス）』Vol. 252, 257, 258, 2018.9.15, 

11.1, 12.21。
【書評】「キャス・サンスティーン『＃リパブリック』勁草書房」『週刊東洋経済』6822， 98 頁 , 2018.10.27。
【書評】「持永大／村野正康／土屋大洋著『サイバー空間を支配する者』日本経済新聞出版社」『週刊東洋経済』6823， 98 頁 , 

2018.11.3。
【メルマガ】「2018 年，今年の一冊！」『α-Synodos（シノドス）』Vol.257, 258, 2018.12.21。
【その他】
経済社会学会　東部理事
経済学史学会　常任幹事

平本　健太　研究員
【講義】
北海道農業協同組合学校　研修講師（2019.1 ～ 2019.2）（北海道大学・JA グループ北海道包括連携協定からの活動）

（株）ヒューマン・キャピタル・マネジメント「おびしん地域経営塾」講師（2018.9.20）

◆社会貢献
2018 年度研究員活動報告（2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日）

このリストは，2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までに各研究員が行なった大学外での活動である。【講義】，【委
員会活動】，【講演】，【新聞等寄稿】，【その他】の項目に分類した。なお，これらは，各研究員の自己報告であり，回答のあっ
たものを掲載した。
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（一財）さっぽろ産業振興財団 講師（2018.11.21）
（一社）北海道中小企業家同友会　講師（2018.12.12）
【委員会活動】
北海道経済産業局　特定研究開発等計画認定審査委員会　委員長
北海道経済産業局　戦略的基盤技術高度化支援事業採択審査委員会　委員長
北海道経済産業局　地域中核企業創出・支援事業選定委員会　委員長
北海道経済産業局　中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業よろず支援拠点審査委員会　委員
北海道農政部　北海道地方競馬運営委員会　委員長
北海道科学技術総合振興センター「札幌型環境・エネルギー技術開発支援事業」審査委員会　委員長
札幌市　札幌市営企業調査審議会　副会長　（下水道部会長，病院部会員）
札幌市　さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン懇談会　座長

（公社）北海道観光振興機構　アドベンチャートラベル推進会議　座長
（一財）さっぽろ産業振興財団　評議員
（一財）さっぽろ産業振興財団　平成 30 年度 IT 利活用促進事業審査委員会　委員
（一財）さっぽろ産業振興財団　「IT ビジネス創出支援事業」実施業務公募型企画競争入札実施委員会　委員
（株）北海道テレビ（HTB）　放送番組審議会　委員長
（株）北海道旅客鉄道株式会社　経営自立計画に関する第三者委員会　委員
【その他】
北海道経済学会　理事
北海道生産性本部　理事
北海道放送（株）（HBC）「夕刊おがわ R」ラジオコメンテーター

（株）テレビ北海道（TVh）「けいざいナビ北海道」コメンテーター

町野　和夫　研究員
【委員会活動】
北海道　北海道における特定複合観光施設に関する有識者懇談会　構成員
北海道観光審議会　会長
札幌市　札幌市公共事業評価検討委員会　委員
札幌市　さっぽろ未来創生プラン推進有識者会議　委員

（学）札幌市立大学経営審議会　委員
（一財）北海道開発協会　研究助成選考　委員
（一社） 専修大学デジタルコミュニティ通貨コンソーシアムラボラトリー　研究員
持続可能社会のためのコミュニティ通貨研究コンソーシアム（3C3S）　理事
【講演】
（公財）はまなす財団　第 3 回地域経営研究会「地域の『豊かさの指標』開発の可能性と課題」（2019.1.18）
【その他】
北海道経済学会　代表理事

山崎　幹根　研究員
【講義】
鹿追町役場　講師（2018.5.15）
斜里町議会　勉強会講師（2018.6.2，10.20）

（公財）はまなす財団（委託元：JICA 北海道）研修講師（2018.8.23）
北海道 平成 30 年度全道定住自立圏等中心市会議に係る講師（2019.2.12）
【委員会活動】
国土交通省　社会資本整備審議会　専門委員
北海道　道史編さん委員会　専門委員
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【講演】
北海道大学公共政策大学院　フォーラム「自治政策・国土政策から見た国と地方－広域連携を手がかりに－」『地方創生

を超えて－人口減少時代に向き合う地域政策を考える－』（2018.7.21）
釧路公立大学地域経済研究センター　フォーラム「自治政策・国土政策から見た国と地方－広域連携を手がかりに－」『地

方創生を超えて－人口減少時代に向き合う地域政策を考える－』（2018.9.1）
北海道新聞社，北海道大学公共政策大学院　北大 × 道新 連携協定プロジェクト第 1 回シンポジウム「これからの地方議

会の課題と展望」司会（2018.11.20）
同上　北大 × 道新 連携協定プロジェクト第 2 回シンポジウム『これからの市町村の課題と展望』司会（2018.12.1）
【新聞等寄稿】
「北海道にみる公務員就職事情－道職員内定辞退 6 割の背景」『月刊 ガバナンス』2018 年 4 月号。
『北海道新聞』「（教授陣のマンスリー講座）公共性と市場原理：道政　将来像示せるか」（北大 × 道新連携協定プロジェクト）

（2018.4.24）
同上紙　インタビュー記事「任期残り１年　秋元市政課題山積：財政運営　分かりやすく」（2018.5.2）
同上紙　インタビュー記事「北海道 150 年世論調査：住民の意識変化も必要」（北大 × 道新連携協定プロジェクト）
（2018.8.10）

「『地方創生』後の北海道の展望 ― 市町村の現場の視点から」『北海道自治研究』596 号，2018.9。
『北海道新聞』「（教授陣のマンスリー講座）少ない議員のなり手：地方議会の役割再考を」（北大 × 道新連携協定プロジェ

クト）（2018.10.31）
同上紙　インタビュー記事「（提言 2019 統一地方選　次の北海道）市町村を支える道政に」（2019.2.26）
【その他】
日本行政学会　理事
北海道生産性本部　理事

（公社）北海道地方自治研究所　副理事長
一般社団法人日本経営協会　参与

吉見　宏　研究員
【講義】
札幌学院大学　非常勤講師
静岡県立大学　非常勤講師
放送大学北海道学習センター　非常勤講師
札幌監査法人　講師（2018.8.9）
ホイスコーレ札幌　講師（2019.3.27）
【委員会活動】
金融庁　企業会計審議会　臨時委員
北海道運輸局　発注者綱紀保持委員会　委員
北海道運輸局　入札監視委員会　委員長
北海道　北海道運輸交通審議会　会長
北海道　公益認定等審議会　会長
北海道　交通・物流連携会議　座長
日本公認会計士協会　上場会社監査事務所登録・措置不服審査会　委員
日本公認会計士協会　倫理委員会　委員

（株）東日本高速道路株式会社北海道支社　入札監視委員会　委員
（株）東日本高速道路株式会社北海道支社　北海道ハイウェイパートナーシップ会議　委員
（株）道銀総合研究所（北海道より受託）観光列車旅行商品造成検討事業推進会議　座長
名古屋大学大学院経済学研究科　外部評価（研究評価）委員会　委員
【講演】
国際公会計学会北海道部会「国際監査基準の非営利組織への影響」（2018.6）
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静岡県立大学「企業のガバナンスと倫理」（2019.2.2）
札幌大学孔子学院「日本・北海道の企業が抱える問題：ガバナンスの観点から」（2019.2.16）
日本経済新聞社「日経 統合型リゾートセミナー in 北海道」パネルディスカッション（31.3.5）
【新聞等寄稿】
『交通新聞』「自動運転（交通評論）」（2018.5.29）。
【書評】「石川恵子著『地方自治体の内部統制』中央経済社」『會計』194(1)，117-120 頁，2018.7。
『交通新聞』「IC カード（交通評論）」（2018.8.6）。
同上紙「ブラックアウト（交通評論）」（2018.10.15）。
同上紙「サンフランシスコの交通（交通評論）」（2018.12.25）。

【書評】「越智信仁著『社会的共通資本の外部性制御と情報開示－統合報告・認証・監査のインセンティブ分析－』日本
評論社」『しんくみ』66(1)，69 頁，2019.1。

『交通新聞』「公共交通　最後の砦（交通評論）」（2019.3.11）。
【その他】
北海道経済学会　理事
国際公会計学会　理事
日本計画行政学会　評議員（北海道支部副支部長）
日本会計研究学会　理事，評議員
日本管理会計学会　理事
会計理論学会　会長
グローバル会計学会　常務理事
生活協同組合コープさっぽろ　有識者理事
北海道大学生活協同組合　理事（副理事長）
大学生協北海道事業連合　理事 ( 理事長 )

全国大学生活協同組合連合会　理事・北海道ブロック運営委員長
生活協同組合連合会大学生協事業連合　副理事長・北海道地区運営委員長

（一財）全国大学生協連奨学財団　理事
（一社）北海道大学出版会　監事
（株）北海道旅客鉄道株式会社　監査役
（株） 北海道放送（HBC ラジオ）「夕刊おがわ R」レギュラーコメンテーター
（株） 北海道放送（HBC）「今日ドキッ！」レギュラーコメンテーター

阿部　智和　研究員
【委員会活動】
札幌市　入札・契約等審議委員会　委員
【講演】
北海道札幌北高等学校　「文系研究者の一日：何を研究し，何を教えているのか？」（2018.12.7）

齋藤　久光　研究員
【委員会活動】
北海道　北海道特定調達契約苦情検討委員会　委員
【その他】
「ゲノム編集食品が食卓に上る日」協力『Newton 別冊　食品の科学知識第 3 版』2018 年 10 月。 
ERIA Microdata Research Project for Fiscal Year 2018, Project member.

韓　載香　研究員
【委員会活動】
北海道　「北海道史編さん委員会」専門委員
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（独）経済産業研究所　産業政策の歴史的研究メンバー
【新聞寄稿等】
『PLAY GRAPH』「秩序構築に向けた取り組みが業界を成長させてきた原動力」（インタビュー記事）54 巻 7 号，2018.7。
『北海道新聞』インタビュー記事「「パチンコ産業史」を書いた北大准教授　韓載香（ハン・ジェヒャン）さん」（ひと

2019）2019.2.26。
【講演】
名古屋大学出版会　『パチンコ産業史』サントリー学芸賞受賞記念トークイベント（2019.3.3）
【その他】
第 40 回サントリー学芸賞受賞　韓載香『パチンコ産業史－周縁経済から巨大市場へ－』（名古屋大学出版会，2018 年）

「書評」掲載
「『パチンコ産業史　周縁経済から巨大市場へ』　韓載香著」坂井豊貴　『讀賣新聞』2018.4.9。
「『パチンコ産業史　周縁経済から巨大市場へ』評者・橘川武郎」『週刊エコノミスト』4547，2018.4.17。

樋渡　雅人　研究員
【委員会活動】
平成 30 年度海外農業・貿易環境調査分析委託事業（ロシア連邦等：規制制度等分析調査）   ウズベキスタン専門委員会
　座長
【講演】
ウズベキスタン大使館　「ウズベキスタンの潜在力・魅力－社会・経済的側面から」『ウズベキスタンセミナー「ウズベ

キスタンの魅力を知る」』（2018.7.13）
【その他】
日本中央アジア学会　理事，編集委員
比較経済体制学会　編集委員
比較経済体制学会　大会組織委員（2018.6 まで）
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター・共同研究員

松村　史穂　研究員
【講義】
神奈川大学外国語学部　講師（2018.8.27-31）

満薗　勇　研究員
【委員会活動】
北海道  北海道史編さん委員会　専門委員

（公財）上廣倫理財団　上廣倫理財団明治維新 150 年記念歴史研究プロジェクト委員会　委員
北海道大学出版会　企画委員
【新聞等寄稿】
【書評】「手塚雄太著『近現代日本における政党支持基盤の形成と変容』」『社会経済史学』，84(2)，103 頁，2018.8。
【書評】「粟倉大輔著『日本茶の近代史』」『歴史と経済』，241，30 頁，2018.10。

菊地　雄太　研究員
【講義】
札幌学院大学経済学部　講師（2018.11.29）

小林　大州介　研究員
【講義】
北見工業大学　非常勤講師
北海学園大学　非常勤講師
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【その他】
株式会社ジィ・シィ企画　研究員

加藤　知愛　研究員
【その他】
DEMOLA HOKKAIDO ファシリテーター

田中　藍子　研究員
【講義】
東京アカデミー札幌校　講師

村上　明子　研究員
【講義】
藤女子大学　非常勤講師
苫小牧高等工業専門学校　非常勤講師
【講演】
（公財）笹川平和財団　国際ワークショップ “Comparative Study on Women Entrepreneurs in Iran and Japan: Practice and Policy” 

Issues and Challenges in Promoting Women Entrepreneurship in Iran and Japan（2018.5.14）
【その他】
亜細亜大学アジア研究所　客員研究員
笹川平和財団「イランと国際社会の関係構築支援」事業委託調査

山梨　顕友　研究員
【講義】
北海学園大学　非常勤講師
小樽商科大学　非常勤講師
せいとく介護子供福祉専門学校

湯山　英子　研究員
【講義】
北海学園大学　非常勤講師
北星学園大学　非常勤講師
苫小牧駒澤大学　非常勤講師
【講演】　
愛知大学東亜同文書院大学記念センター　講演会「東亜同文書院生の仏領インドシナ調査旅行－日中戦争期の在留日本

人との接触」愛知大学豊橋キャンパス（2018.6.30）
カトリック札幌司教区・外国人労働者人権ネット北海道共催　報告「北海道在留ベトナム人に関する調査の概要」『あな

たの隣の外国人－在留ベトナム人に関する調査から見えてくるもの』札幌カトリックセンター（2018.12.10）

横本　真千子　研究員
【講義】
札幌学院大学　非常勤講師

その他の研究員
安部　由起子　研究員，山本　崇史　研究員，ロマオ・ジョアオ 研究員



128
第 8 号地域経済経営ネットワーク研究センター年報

共同研究員一覧
イスラモフ・バフティヨル　共同研究員（ロシア経済大学タシケント校教授）
岩井　尚人　共同研究員（一般社団法人プロジェクトデザインセンター専務理事）
王　磊　共同研究員（中国・滁州学院经济与管理学院講師）
大山　睦　共同研究員（一橋大学イノベーション研究センター准教授）
黒阪　健吾　共同研究員（北海道武蔵女子短期大学経済学科准教授）
小磯　修二　共同研究員（（一社）地域研究工房代表理事）
白木澤　涼子　共同研究員（立命館守山中学校・高等学校教諭）
ジル・カンパニョーロ　共同研究員（フランス・エクスマルセイユ大学教授）
高良　佑樹　共同研究員（千葉経済大学経済学部講師）
西部　忠　共同研究員（専修大学経済学部教授）
南川　高範　共同研究員（環日本海経済研究所）
山崎　慎吾　共同研究員（札幌学院大学経済学部講師）
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◆刊行物
2019. 3. 29　『地域経済経営ネットワーク研究センター年報』　8 号　刊行

◆センターの構成

地域経済経営ネットワーク研究センター

Center for Regional Economic and 

Business Networks 

センター長

Director

研究員

Researcher

共同研究員

Cooperative Researcher

客員研究員

Visiting Researcher

年報編纂

運営委員会

Steering Committee

Editorial
Desk
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北海道大学大学院経済学研究院『地域経済経営ネットワーク研究センター年報』投稿規定北海道大学大学院経済学研究院『地域経済経営ネットワーク研究センター年報』投稿規定 
 
１． 刊行の目的 

『地域経済経営ネットワーク研究センター年報』（以下本誌と略す）は，地域経済，地域経営，経済経営ネットワー

クおよび関連する諸分野における本研究センター及び本研究院の研究成果を社会に発信することを目的とし，年 1
回，3 月に刊行する。編纂はセンター運営委員会（以下，運営委員会）がおこなう。 
 

２． 投稿資格 
① 本センター研究員  
② 本研究院・学院の教員 
③ 本学院の博士後期課程在学院生，研究生及び専門研究員 
④ 本センター運営委員会が，特に投稿を認めたもの 
（本学の教授，准教授，講師以外のものは，事前に運営委員会の承認を得ること） 
 

３． 年報の構成 
① 特集論文（当面はセンター運営委員会からの依頼原稿により構成），研究会報告 
② 研究論文，研究ノート，その他（書評，資料，翻訳など） 
③ シンポジウムの講演録など 

 
４． 募集原稿 

①  研究論文・研究ノート・その他（書評，資料，翻訳）を募集する。 
② 1．の刊行の目的に沿った内容であること。 
③  原稿は日本語または英語で書かれたものとする。 
④ 原則として字数制限はもうけない。但し，年報全体のページ数が多くなる場合は制限をもうける場合がある。 

 
５． 原稿の提出と掲載の可否 

当該年 12 月 20 日までに原稿を提出する。ただし，本学の教授，准教授，講師以外のものは，事前に運営委員会の

承認を得た上で，当該年 11 月 20 日までに原稿を提出すること。提出された原稿をもとに，運営委員会で論文の内

容を評価し掲載の可否を判断する。 
 
６． 著作権 

① 本誌に掲載された著作物の著作権は本センターに帰属する。著者が転載，著書に収録する場合は本センターの許

諾を得ること。 
② 著者は原稿の中で使用した図，写真を他の文献から引用，転載する場合は事前に著作権者から許可を得ること。 
③ 本誌に掲載した論文はHUSCAP（北海道大学学術成果コレクション）に収録，電子化され，公開する。 

 
７． その他 

① 論文様式 『地域経済経営ネットワーク研究センター年報 執筆要領』に基づき完成原稿を提出 
② 投稿などに関わる費用 投稿料は徴収しない。原稿料は払わない。特集論文，研究論文，研究ノート，その他

（書評，資料，翻訳など），シンポジウムの講演録には抜き刷り 50 部を執筆者に進呈する（それ以上の部数は

個人負担）。 
 
問い合わせ先 〒060-0809 札幌市北区北 9 条西 7 丁目 
北海道大学大学院経済学研究院 地域経済経営ネットワーク研究センター 年報担当 
Tel & Fax: 011-706-4066    E-mail: sacade@econ.hokudai.ac.jp 
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Contents

◆ Symposium :　Center for Regional Economic and Business Networks (REBN)
Current Business Environment and Future Prospects of Regional Financial Iinstitutions

〈Lecture〉
Banking in Hokkaido at the Crossroads：From the Viewpoint of Financial Structure

SAITO Ichiro (Prof., Graduate School of Commerce Major in Entrepreneurship, Otaru Univ. of 
Commerce)

Regional Vitalization Activity of Shinkin Banks
MATSUZAKI Eiichi (General Manager, Shinkin Central Bank Research Institute)

The Present Situation of Local Financial Institutions in Japan and their Future Prospects：In view of the Shinkumi 
Federation Bank

NAITO Junichi (Director, The Shinkumi Federation Bank) 
〈Comments and Q & A〉

SAITO Ichiro (Prof., Graduate School of Commerce Major in Entrepreneurship, Otaru Univ. of  
Commerce)

MATSUZAKI Eiichi (General Manager, Shinkin Central Bank Research Institute)
NAITO Junichi (Director, The Shinkumi Federation Bank) 

Commentator HAMADA Yasuyuki (Director, Hamanasu Foundation)
Chairman        YOSHIMI Hiroshi (Prof., Faculty of Economics and Business， Hokkaido Univ.)

◆ Seminar：Development opportunities for the use of social media marketing in health promotion (by Magdalena 
Syrkiewicz-ŚWITA ŁA)
Seminar Report：TAKAI Tetsuhiko

Seminar：Production and Logistics：Role / Features / Future （by YOSHIMOTO Kazuho)
Report：SUZUKI Hiroto

Seminar：Trump, U.S. Japan Relations, and the Question of Populism on Both Sides of the Pacific：Is there 
Populism in Japan? (by Kenneth RUOFF)
Report：MACHINO Kazuo

◆Workshops
9. (2017) KOBAYASHI Daisuke：The Potential for IT industry in Hokkaido Prefecture：From a perspective of Neo-

Schupeterian innovation theory
1. (2018) KATOH Tomoe：Business Model of Community-based Corporation：Creating a new management system 

led by NPOs
2. Gilles CAMPAGNOLO：Europe and China regional Focus
3. OHYAMA Atsushi：Productivity and Management
4. ISLAMOV Bakhtiyor：Post Karimov’s Foreign Economic Reforms in Uzbekistan and their First Results
5. YAMANASHI Akitomo：Positive optimal tariff rate in a small country
6. YAMADA Daichi：Lead pollution and its effect on individual and household behavior in Kabwe, Zambia
7. TAKARA Yuki：Clustering Countries into Culturally Resembling Groups Using Cultural Goods Trade Data
8. TANAKA Aiko：Child costs on marriage market: Game theoretical study

◆ Article
Article　SHIRAKIZAWA Ryoko：“Mayor’s election” and Neighborhood association in Hakodate City, 1946

◆ Activity Report (2018)
・Symposium, Seminars
・Workshops, Others
・Activities of the Researchers
・Publication
・Organizational Chart


