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**** 事例のご紹介：米国 ヒューレット・パッカード Gurobi Optimizer **** 

 

プロジェクトポートフォリオの最適化は、求解が極めて困難な問題です。この問題は、十分

でない制限された有効リソース内でプロジェクトを選択して、最適にスケジューリングするた

めの天文学的な数の組み合わせがあります。さらに、ポートフォリオの作成にあたっては考

慮すべき相反する事業目標があり、その結果、相反する目標間の妥協点を最適化する必

要も出てきます。 従来からポートフォリオの「最適化」は、まさしく手作業で行う時間がかか

る作業であり、一般的には、プロジェクトやプロセスに無駄や遅れが発生する次善の最適

化の結果がでてきます。 

 

本事例の更なる情報は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/casestudy/case017.html  

 

Gurobi Optimizerの製品情報は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/products/gurobi.html  

https://www.octobersky.jp/casestudy/case017.html
https://www.octobersky.jp/products/gurobi.html


 

**** 第一回 Webinar 開催のご案内 : Gurobiによる最適化モデリング入門 **** 

 

オクトーバー・スカイは、2020 年 10 月より不定期で Webinar を開催致します。第一回は、

「Gurobiによる最適化モデリング入門」という題目で、下記の日程で開催します。多くの皆様

のご参加をお待ち申し上げております。  

 

【第一回 Webinar】Gurobiによる最適化モデリング入門 

 

開催日程：2020年 10月 16日（金） 10：30 ～ 11：30 

概要：Gurobiを使ってどのような問題が解けるかを Python言語で説明します。 

    1. Gurobi で、できること 

    2. Gurobiの導入方法、ライセンスの特徴 

    3. モデル開発のサイクル 

    4. 最適化の最適とは？ 

    5. Python言語による最適化事例 

    6. Q&A 

参加人数：30名（お申込み多数のため、参加人数を増やしました。） 

参加費：無償 

 

ご参加お申込みおよび詳細概要は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/event/20201016.html  

 

**** 最適化トレーニングのご案内： 

       最適化モデリング中級トレーニング（モデル編） **** 

 

【開催日時】2020年 11月 12日（木）開催 （1日間コース）  

        9：30 ～ 17：30 （適時休憩あり、12：00～13：00：昼休憩） 

【会場】オンライン開催 

【定員】10名 

 

【受講料】1名：60,000円 (税抜き) 

 

【参加お申込み方法】お申し込みは、下記のサイトから。 

  https://www.octobersky.jp/support/training.html   

  

https://www.octobersky.jp/event/20201016.html
https://www.octobersky.jp/support/training.html


【対象者】 

 最適化の基礎概念および論理変数の使い方等の最適化に関する基本的知識をお持ちで

ある事を前提に講義が進みますので、最適化モデリングのご経験が 1年以上、または、最

適化技術に関する基本的な知識をお持ちの方が対象です。 また、最適化プログラミング

中級コース（2021 年 1 月開設予定）にご参加をご検討されている方は、本トレーニングま

たはモデリング中級コース（理論＆モデル編）の事前受講を推奨します。 

 

【コース概要】 

 

 ＊＊ご注意事項＊＊ 

  本コースの内容は、「最適化モデリング中級コース（理論＆モデル編）」に包含されてい

ます。本コースでは、「最適化モデリング中級コース（理論＆モデル編）」の中から、特に

基礎的なモデリング知識として重要と考えられる部分を抽出した 1日トレーニングコース

になっています。 

   <本コースに含まれない内容：二次錐最適化、ロバスト最適化、大規模問題に対する

再定式化（これらは、「最適化モデリング中級コース（理論＆モデル編）」に含まれてい

ます。）> 

 

 最適化の対象となる問題を、最適化の観点から整理し定式化するのが最適化モデリング

です。問題がすでに最適化の観点に近い形で整理され記述されている場合は、自然にモ

デリングできます。 

 また、多少の複雑化要因があってもモデリング可能です。これらについては、最適化モデ

リング入門コースの内容で説明をしています。他方、狙いや条件等の問題の内容は明確

であって、しかも最適化問題であることはわかるにもかかわらず、最適化問題として定式

化が難しいとされているものも世の中には多くあります。このような問題ではモデリングの

初めの段階である変数の選び方から迷ってしまう問題も少なくありません。このような問題

に対するモデリングには、モデリングに対する蓄積された知識と経験を持って対応していく

ことになります。 

 

 ・基本的な最適化問題に対するモデリング 

 本コースでは、他の問題にも考え方や技法が応用できそうな代表的な下記のような問題

をとりあげて、混合整数線形計画（MILP）としてモデリングする方法を説明します。 

 （とりあげる問題例：施設配置計画、カッティングストック、巡回セールスマン、一般化割当

等） 

  

 



**** 各種トレーニングのご案内 **** 

 

オクトーバー・スカイは、各種トレーニングを定期的に開催しています。 

皆様のご参加お申し込みを、お待ちしております。 

 

現在、ハンズオンが含まれないトレーニングおよび開催日が 1日間以下のトレーニングは、

オンライン開催をしています。しかし、ハンズオンを含むトレーニングおよび開催日が 1 日を

超えるトレーニングは、オンラインでの開催が難しいため引き続き通常開催を致します。 

 

弊社トレーニング講師およびスタッフは、マスクを着用しており、会場には、アルコール消毒

剤を備え、かつ、換気も十分に行っており、できうる限りの対策を施してトレーニングを開催

しています。 

 

【製品入門トレーニング】参加費：無料   

            開催場所：弊社会議室 

 

AMPL入門トレーニングコース 

開催日時：2020年 10月 22日（木） 13：30 ～ 17：00  

 

Gurobi Optimizer入門トレーニングコース 

開催日時：2020年 11月 26日（木） 13：30 ～ 17：00  

 

AIMMS入門トレーニングコース 

開催日時：2020年 12月 17日（木） 13：30 ～ 17：00  

 

【最適化トレーニング】参加費：有料 

           開催場所：オンライン開催 

  

最適化モデリング中級トレーニング（モデル編） 

開催日時：2020年 11月 12日（木） 9：30 ～ 17：30 

 

トレーニング詳細情報および参加お申込みは、こちらから 

https://www.octobersky.jp/support/training.html  

 

 

 

https://www.octobersky.jp/support/training.html


-------------------------------------------------------------------------- 

数理最適化練習問題 （１）（全６回） 

           東京海洋大学 オクトーバー・スカイ技術顧問 久保 幹雄 

 

世の中には例題を読ませるだけの教育が氾濫しているが、本当に（プログラムや最適化を）

できるようになるためには、練習が欠かせない。 そこで今回の連載では、6 回にわたり数

理最適化の練習問題を出すことにした。できれば解答をコピペするのではなく、自分の力で

考え、自分で試行錯誤をし、自分でコードを書いてみることをお勧めする。 

 

初回は線形最適化である。整数や非線形関数を含まない線形最適化問題は、比較的簡単

に解くことができるが、大規模な実際問題を解決する際には、以下のような注意が必要だ。 

 

1. 数値の桁数を不用意に大きくしない。例えば、数百億円規模の目的関数を持つ最適化

問題において、小数点以下の桁数を多めにとった問題例においては、線形最適化でも非常

に時間がかかることがある。必要最小限の桁数に丸め、目的関数値は 10 万（６桁）程度に

設定すると、計算が安定する。 

 

2. 問題の疎性を考慮する。例えば、複数製品を工場から倉庫、倉庫から顧客まで運ぶサ

プライ・チェインの最適化を考える。固定費用を考えない場合には、線形最適化問題に帰着

されるが、問題例の規模によっては解けないこともある。そういう場合には、工場で生産で

きない製品や、顧客需要のない製品に対しては経路からあらかじめ除外してネットワークを

生成すると劇的に速度が改善される。また、輸送費用が変わらない（近所の）顧客を集約し

たり、製品のABC分析を行い、需要の小さい製品はとりあえず除外するか、集約して扱うこ

とも推奨される。 

 

3. 実行不可能にならないように注意する。実際問題では、ユーザーは無理な注文をしがち

だ。それをそのまま真に受けて定式化すると実行不可能になることがある。数理最適化ソ

ルバーは、制約を満たす解が存在しないことを示してくれるが、どの制約のせいで解がない

のかまでは示してくれない。 

Gurobiには、Irreducible Inconsistent Subsystem (IIS)を計算してくれるメソッドが準備されて

いるが、結果の解釈が難しい。それより、定式化を行う際に主要な制約の逸脱を許してソフ

ト制約にしておくことを推奨する。また、全ての費用を合計した 1 つの目的関数を設定する

のではなく、輸送費用、配送費用、倉庫費用など小分けにして計算して変数に保存しておき、

最後にそれを合計したものを最適化すると、あとでどの個別の費用を計算する手間が省け

る。 

 



今回の練習問題は手始めなので、とても簡単なものだ。何を変数に取るかだけ注意すれば

簡単に解けるだろう。解答は次回に示す。 

 

マラソン大会に出場した裕一郎君の証言をもとに、彼がどれくらい休憩していたかを推定せ

よ。ただし時間はすべて整数でなく実数で測定するものとする。 

 

証言 1: フルマラソンの 42.195km はきつかったです。でもタイムは 6 時間 40 分と自己ベ

スト更新です。 

 

証言 2: できるだけ走ろうと頑張りましたが、ときどき歩いたり、休憩をとっていました。 

 

証言 3: 歩いている時間は走ってる時間のちょうど 2倍でした。 

 

証言 4: 僕の歩く速度は分速 70 メートルで、走る速度は分速 180 メートルです。 

 

========================================================================== 

本メールマガジンに関するお問い合わせは、こちらから 

お問い合わせ先メールアドレス：info@octobersky.jp  

 

本メールマガジンの配信停止は、下記のメールアドレスまで件名「配信停止」で、ご連絡くだ

さい。 

配信停止連絡先メールアドレス：marketing@octobersky.jp   

 

本メールマガジンの配信先メールアドレス変更のご連絡は、下記のメールアドレスまで、ご

連絡ください。 

メールアドレス変更連絡先メールアドレス：marketing@octobersky.jp  

 

過去の全メールマガジンは、メンバー登録後ログイン頂ければ、ご覧になれます。 

メンバー登録は、こちらから（メンバー登録は、無料） 

https://www.octobersky.jp/regist/  
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本メールマガジンに掲載されている全ての記事、文章等の無断転載を禁止します。 
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