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九州地区におけるOR若手研究交流会：
2016～2018

川崎　英文

1. はじめに

2010年度に始めた「OR若手研究交流会」は今年度
で 9回を数えるなど，九州支部の中心的な事業として
すっかり定着しました．定年目前の筆者にとって，若
手云々というものはアンタッチャブルな事業で，年寄
りは口出ししてはならないものだと思っていました．
しかしながら，2016年度，2017 年度の 2年間九州支
部長を務めたこともあり，ここ数年は「OR若手研究
交流会」に参加し，優秀発表賞の授与を行ったり，総
評を述べたり，お酒の買い出しに行ったりしています．
さて，元支部長の丸山幸宏さんが本誌 [1]で述べてい

るように，10年ほど前，九州支部の会員数は毎年 1割
程度減少し，2008年度には 130名ほどになっていまし
た．これは学会全体の傾向でもあるので，致し方ない
ことかもしれませんが，九州支部が抱えていた問題点
は学生会員が少ないことで，1桁のときもありました．
そこで，学生会員を増やすことを目標に掲げ，九州支
部の事情に合った形態で若手研究交流会を実施するこ
とになり今日に至っています．
一口に若手研究交流会と言っても，さまざまな形があ

ります．遠い昔に筆者が参加した関西支部の KSMAP

や筑波のシンポジウムは研究者のタマゴである大学院
生をターゲットにした研究会との印象を受けました．
一方，九州支部は経済学部に所属する会員が多いこと
もあり，学部生・大学院生の交流を重視する内容になっ
ています．2010年度から 2015年度までの事業は，記
事 [1] で詳しく紹介されていますので，本稿ではそれ
らをざっと振り返ったうえで，2016年度以降の事業内
容を紹介したいと思います．

2. 若手研究交流会の始まり

本事業の発起人は名古屋大学の小野廣隆さん（当時，
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九州大学）と聞いています．それを宮野英次さん（九
州工業大学）が強力にバックアップし，津留崎和義さ
ん（長崎大学），池田欽一さん（北九州市立大学），来
嶋秀治さん（九州大学），藤田敏治さん（北九州工業大
学），吉良知文さん（群馬大学），植野貴之さん（長崎
県立大学），山城興介さん（日本文理大学），神山直之
さん（九州大学），傅靖さん（福岡工業大学），山内由
紀子さん（九州大学），江藤宏さん（九州大学），岩見
昌邦さん（福岡大学）をはじめとする若手の方々が頑
張って継承してきました．現在の運営形態は以下のよ
うなものです．
・10月下旬に 1泊 2日の合宿形式で開催する．
・主として九州地区の学生，大学院生を対象とする．
・学生の発表はロングとショートの 2種類とする．
・プレゼンのお手本として，若手研究者に 1時間の
特別講演を依頼する．

・最優秀発表賞 1件，優秀発表賞 2件程度を表彰す
る．その選考は若手研究者が行い，年寄りは口を
挟まない．

・実行委員は若手研究者が務め，支部役員・幹事は
運営をバックアップする．

・実行委員長は次年度以降の実行委員から外れても
よい．

・若手研究交流会のHPをグーグルアプリで作成し，
そのノウハウを伝承する．

なお，当初は九州地区の学生を対象にしていましたが，
近年は案内を広く配信しています．特に，2013年度は
中国・四国支部と共同で実施しました．

3. 最初の 5年間

2010年度
【日程】2010 年 10月 30日（土），31日（日）
【場所】九重共同研究所（大分県玖珠郡九重町）
【実行委員長】小野廣隆（九州大学）
【参加者数】34【発表件数】15

【特別講演】小野廣隆（九州大学）「A Linear Time

Algorithm for L(2,1)-labeling of Trees」
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2011年度
【日程】2011 年 10月 29日（土），30日（日）
【場所】島原共同研修センター（長崎県島原市）
【実行委員長】津留崎和義（長崎大学）
【参加者数】33【発表件数】15

【特別講演】津留崎和義（長崎大学）「ある開発型投資
プロジェクトの意思決定について」

2012年度
【日程】2012 年 10月 27日（土），28日（日）
【場所】北九州市立大学後援会館（福岡県北九州市）
【実行委員長】池田欽一（北九州市立大学）
【参加者数】29【発表件数】13

【特別講演】来嶋秀治（九州大学）「確率と計算」
2013年度

【日程】2013 年 10月 26日（土），27日（日）
【場所】きらら交流館（山口県山陽小野田市）
【実行委員長】来嶋秀治（九州大学）
【参加者数】29【発表件数】13

【特別講演】井上真二（鳥取大学）「ソフトウェア信頼
性評価におけるブートストラップ法の適用」

2014年度
【日程】2013 年 10月 25日（土），26日（日）
【場所】旅館魚半（佐賀県唐津市）
【実行委員長】藤田敏治（九州工業大学）
【参加者数】38【発表件数】15

【特別講演】吉良知文（九州大学）「野球と動的計画法」
2015年度

【日程】2014 年 10月 31日（土），11月 1日（日）
【場所】国民宿舎 くじゃく荘（長崎県東川棚町）
【実行委員長】藤田敏治（九州工業大学）
【参加者数】27【発表件数】13

【特別講演】稲川敬介（秋田県立大学）「救急車システ
ムのモデル化と現実問題への応用」

4. 2016年度以降の若手研究交流会

4.1 2016年度
2016 年度の実行委員長は群馬大学の吉良知文さん

（当時，九州大学）にお願いしました．若者に人気の
由布院での開催を目指し計画を練っていた最中の 4月
16日に熊本地震が発生し，大分県でも余震が頻発した
ため，一時は由布院での開催が危ぶまれました．その
ような中，「復興を応援するためにも由布院で開催した
い」との吉良さんの思いは強く，福岡工業大学の宋宇
さんや傅靖さんのご支援を得て，無事開催することが
できました．

図 1 FIT セミナーハウスのテラスにて

・日程：2016 年 10月 30日（土），31日（日）
・場所：福岡工業大学「FITセミナーハウス」（大分
県由布市）

・実行委員長：吉良知文（九州大学）
・実行委員：植野貴之（長崎県立大学），傅靖（福岡
工業大学），山内由紀子（九州大学），山城興介（福
岡大学）

・参加者数 28，発表件数 14

・特別講演：小林正弘（東海大学）「待ち行列とラン
ダムウォーク」

・最優秀発表賞：八木田剛（九州工業大学）「高さを
限定した DAGに対する最小ブロック転送問題」

・優秀発表賞：玉谷賢一（九州大学）「ローターウォー
クの周期について」

FITセミナーハウスは由布院の高台に位置する福岡
工業大学の研修施設です．洒落た造りと豪華な食事に
参加者全員が感激しました．
図 1は 2日目午前に広いテラスで撮った集合写真で

す．学生はご馳走を腹いっぱい食べ，ベテランはお酒
をたらふく飲んで，みんな元気でした．
図 2は研修室での発表風景です．ほどよい容量の部

屋のおかげで発表を集中して聞くことができました．
図 3の小林正弘さんの特別講演は期待した以上の内

容で，学生にとってよいお手本になりました．
2016年度は表 1のスケジュールどおり，余裕をもっ

て運営されました．
図 4 は八木田剛さん（九州工業大学）と筆者です．

質の高い発表内容に加えて，聴衆を引き付ける天性の
話術で最優秀発表賞の栄誉に輝きました．

4.2 2017年度
2年連続でFITセミナーハウスで開催された 2017年

度の若手研究交流会は，名古屋から小野廣隆さんが学
生を引き連れて参加してくださったほか，静岡からの
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図 2 発表風景

図 3 小林正弘さんの特別講演

参加もあり，参加者数はこれまでで最多の 39 名を数
えました．九州支部の会員は 100名余りですので，こ
れはかなりの人数と言えます．
実は，この年も 7月の九州北部豪雨で JR九州の鉄

橋が流失するなど甚大な被害があり，博多や長崎から
由布院に JRでアクセスできなくなりました．それに
もかかわらず参加者が多かったのは，FITセミナーハ
ウスの素晴らしさが口コミで広がったことや，実行委
員の皆さんの頑張りや，60周年記念事業のご支援のお
かげだと思います．
・日程：2017 年 10月 28日（土），29日（日）
・場所：福岡工業大学「FITセミナーハウス」
・実行委員長：植野貴之（長崎県立大学）
副実行委員長：江藤宏（九州大学）
実行委員：傅靖（福岡工業大学），山内由紀子（九
州大学），山城興介（日本文理大学）

・参加者数 39，発表件数 17

・特別講演：吉良知文（群馬大学，九州大学）「きょう
だいを考慮した保育所マッチングと展開形ゲーム」

・最優秀発表賞：野々上夏葵（九州工業大学）「最大
支配頂点集合問題についての研究」

表 1 2016 年度のスケジュール

初日
13:15～13:25 開会
13:25～14:15 発表 3 件
14:30～15:30 発表 3 件
15:50～16:40 発表，2 日目登壇者の自己紹介
16:55～17:45 特別講演
17:45～19:00 フリータイム
19:00～20:00 夕食
20:00～22:00 懇親会

2 日目
7:30～ 9:00 朝食
9:20～10:10 発表 3 件

10:25～11:20 発表 3 件
11:40～11:50 表彰式と総括

図 4 右が最優秀発表賞の八木田剛さん

・優秀発表賞：
高木祥多（静岡大学）「2段階 DEAによるプログ
ラムコンテスト敢闘賞決定」
山口大貴（九州大学）「ピンホール折り紙の構成法」

この年は実行委員長の負担を軽減するために，江藤宏
さんに副実行委員長としてHPの作成と管理をお願い
しました．参加者数も発表数も多かったのですが，事業
資金が潤沢なうえに，勝手知ったる FITセミナーハウ
スでの開催ということもあり，表 2のスケジュールで
成功裡に若手研究交流会を実施することができました．
由布院盆地では秋深まる早朝に図 5のような朝霧が

沸き上がります．文字どおり心洗われる風景でした．
4.3 2018年度
今年度は日本文理大学の山城興介さんに実行委員長

をお願いしました．3年連続で由布院での開催となり，
会場は図 6のように由布岳を臨む日本文理大学湯布院
研修所になりました．本研修所も熊本地震でコテージ
が倒壊するなどの被害がありましたが，今年度に復旧
もなり，広々とした天然温泉で寛ぐことのできる，前
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表 2 2017 年度のスケジュール

初日
13:30～13:40 開会
13:40～17:20 休憩を挟んで発表 11 件
17:30～18:20 特別講演
18:20～19:00 フリータイム
19:00～20:00 夕食
20:30～22:30 懇親会

2 日目
7:30～ 9:00 朝食
9:30～11:20 休憩を挟んで発表 5 件

11:45～11:55 表彰式と総括

図 5 FIT セミナーハウスからの朝霧の眺め

図 6 日本文理大学湯布院研修所にて由布岳を背景に

評判どおりの研修施設でした．
・日程：2018 年 10月 27日（土），28日（日）
・場所：日本文理大学湯布院研修所1（大分県由布市）
・実行委員長：山城興介（日本文理大学）
副実行委員長：岩見昌邦（福岡大学）
実行委員：傅靖（福岡工業大学）

1 由布岳，JR 由布院駅，由布市湯布院町，湯布院映画祭な
ど，「由布院」と「湯布院」の表記があります．ご興味のある
方は，Web で使い分けとその経緯を検索されてください．

表 3 2018 年度のスケジュール

初日
15:30～15:40 開会
15:40～16:40 発表 4 件
16:50～17:40 特別講演
17:40～19:00 フリータイム

19:00～ 夕食と懇親会
2 日目

8:00～ 9:00 朝食
9:30～11:20 休憩をはさんで発表 5 件

11:40～12:00 表彰式と総括

図 7 平山克己支部長から張凱さんに最優秀発表書の賞状が
手渡されました．副賞は楽天のギフトカードです．

・参加者数 19，発表件数 11

・特別講演：山城興介（日本文理大学）「複合商業施
設入館者数の日次時系列データを使ったイベント
との関連性の抽出について」

・最優秀発表賞：張凱（福岡工業大学）「An improved

flow-based location model for hydrogen refuel-

ing stations」
・優秀発表賞：吉村純弥（九州大学）「2× n型 2部
グラフ上のパリティゲームに対する多項式時間ア
ルゴリズム」

・優秀発表賞（学部生部門）：谷山穂乃花，田中奈津
美（北九州市立大学）「長さ測定アプリの開発につ
いて」

傅靖さんのご指導により，福岡工業大学の学生さん
が毎年何人も参加しています．今年度の最優秀発表賞
は図 7の張凱さん（福岡工業大学）に授与されました．
なお，今年度は事業資金が 10万円と，前年度の 1/3で

したので実行委員の方々のご苦労に頭が下がる思い
です．

5. まとめ

合宿形式の研修はやはり楽しいです．高校の同級生
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との再会に驚いたり，2日目の朝に「実は，私の父は…」
などとカミングアウトされたり，寝食をともにする合
宿ならではの出来事を通して交流が深まりました．学
生はあまりお酒を飲まず，私の知らないカードゲーム
に興じ，若手教員はしっかりお酒を味わった後，ゲー
ムや日本シリーズ中継に一喜一憂していました．筆者
は露天風呂で星空を眺めながら疲れを癒し，翌朝は鳥
のさえずりに誘われススキや紅葉を愛でながら散歩で
寛ぎました．参加者はそれぞれの流儀で合宿を楽しん
でいたようです．
振り返ると，筆者の学生時代にはこのような交流は

ほとんどありませんでした．世話人を務める必要もな
く楽だったのは事実ですが，狭い世界で齢を重ねてし
まったような気がします． 九州支部では若い実働部隊

の数が減っているため，実行委員の方々はお世話が大
変だと思いますが，経験値を上げ視野を広げる機会と
捉えていただけるとありがたいです．

謝辞 若手研究交流会に 3年関わり，実行委員の皆
様のご苦労を目の当たりにしました．最後になりまし
たが，長年にわたり実行委員を務めてこられた九州支
部の若手研究者の皆様に深く感謝申し上げます．また，
本事業の趣旨をご理解いただき，ご支援くださいまし
た研究普及委員の皆様に厚く御礼申し上げます．

参考文献

[1] 丸山幸宏，“九州支部の発展をめざして，”オペレーション
ズ・リサーチ：経営の科学，61(3), pp. 157–160, 2016.

176（40）Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. オペレーションズ・リサーチ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


