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**** 第二回 Webinar 開催のご案内 : Gurobi Python API のご紹介 **** 

 

オクトーバー・スカイは、第二回 Webinar を「Gurobi Python API のご紹介」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。 

 

【第二回 Webinar】Gurobi Python API のご紹介 

 

開催日程：2020 年 12 月 11 日（金） 10：30 ～ 11：45 

概要：簡単な数理最適化問題を例に、Gurobi の Python API を紹介します。 

      1. Python を使うメリット 

        2. Gurobi API 

        3. モデルファイルによる求解 



        4. Gurobi API による求解 

        5. より実践的な記法 

        6. Q&A 

参加人数：30 名 

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/20201211.html  

 

**** 本年度の Gurobi Optimizer ソリューションセミナー非開催のご案内 **** 

 

現在の COVID-19 の世界的な感染状況を鑑み、弊社設立以来毎年開催していた Gurobi 

Optimizer ソリューションセミナーを、誠に残念ながら、本年度は非開催とすることに致しまし

た。例年、本セミナーを楽しみとされていたお客様には、誠に申し訳ございませんが、来年

度は開催を予定しておりますので、是非、来年度のご参加のご検討いただければ幸いでご

ざいます。 

 

来年も、昨年に引き続き、お客様に御興味をもっていただけるコンテンツ（Gurobi の最新情

報、お客様事例発表等）にて、開催をさせていただくよう努める所存でございます。 

 

来年も、昨年に引き続き、多くの皆様のご参加を賜れば幸いでございます。 

 

**** 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】2021 年 1 月 14 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） 

  (お詫び：先月号の本メールマガジンでご案内した開催日から、開催日を変更しました。) 

 

【会場】オンライン開催 

【定員】10 名 

 

【受講料】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/20201211.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、新しいトレーニングコ

ースである、最適化プログラミング中級コース（2021 年 2 月開催予定、不定期開催）にご

参加をご検討される方は、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。モデリング中級コース（理論＆モデル編）は、2021 年春の開催

予定（不定期開催）です。  

 

【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） 

 

**** 最適化トレーニングのご案内： 

       最適化プログラミング入門コース **** 

 

【開催日時】2020 年 12 月 3 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】弊社トレーニングルーム 

【定員】6 名 

 

【受講料】25,000 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   

 

【対象者】 

  数理最適化について基礎的な知識をお持ちで、数式から実際にアプリケーションを作成

する流れを体験したい方。Python をベースにコーディングを行いますので、Python のあ

る程度基本的な文法を理解していることが望ましいです。 

 

【コース概要】 

 

[Gurobi の基本的な用法]  

Gurobi を用いて最適化プログラミングを行うにあたって、基本となる要素を確認し、習得しま

す。 

・Python API 

・最適化モデルの構築～最適化の実行 

・csv ファイルを用いた入出力 

 

[プログラミングレベルでの求解性能の向上]  

実際に最適化問題を解くと、終了までに時間がかかる、現実的な時間で終了しないといっ

たケースがあります。この際、最適化モデルを変更せず簡単なコード修正によって高速化

が可能な場合があります。 

・Gurobi パラメータのチューニング 

・初期解の導入 

 

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


[最適化モデルの修正による求解]   

最適化問題では、特定の制約が求解を厳しくしている、あるいは最適化問題としてのモデ

ル化を難しくしているケースがあります。その際の対処について理解を目指します。 

・Gurobi からの解情報の取得・利用 

・多段階最適化 

 

**** 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：弊社トレー二ングルーム 

 

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  

 

AMPL 入門トレーニングコース 

開催日時：2021 年 1 月 21 日（木） 13：30 ～ 17：00  

 

【最適化トレーニング】参加費：有料 

 

最適化モデリング中級トレーニング（モデル編） 

開催日時：2021 年 1 月 14 日（木） 9：30 ～ 17：30 

開催場所：オンライン開催 



           

最適化プログラミング入門コース 

開催日時：2020 年 12 月 3 日（木） 9：30 ～ 17：30 

開催場所：弊社トレーニングルーム 

 

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  

 

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

数理最適化練習問題 （２）（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 

 

まずは前回の解答から始めよう。 

 

model = Model() 

 

run = model.addVar(name=“run”)                             

 

walk = model.addVar(name=“walk”)                           

 

rest = model.addVar(name=“rest”)                           

 

model.update()                                               

 

model.addConstr(180*run+70*walk== 42.195*1000)               

 

model.addConstr(run+walk+rest == 6*60+40)                    

 

model.addConstr(walk == 2*run)                               

 

model.setObjective(rest, GRB.MINIMIZE)                       

 

model.optimize()                                             

 

print(rest.X)                                                

 

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


 

答えは 4.42 分で、裕一郎くんはほとんど休憩なしで頑張ったことがわかる。 

 

今回は、整数変数を用いた論理制約について考える。事象が真か嘘かは 0-1 変数で表現

できる。0-1 変数 x,y に対して、「x が真ならば y も真である」という論理制約は、x<=y で表

現できる。x か y の何れかが真であるという論理制約（離接制約）は x+y=1 となる。 

もう少し難しいものとして、「この条件が成立しているときには、この制約が必要だ」（ if … 

then … ）という論理制約がある。「制約 A が成立している場合には、制約 B も成立しなけ

ればならない」という条件は、「A が成立しない」 or 「B が成立する」と同値である。 x,y の

いずれかが 1 になるという離接制約は x+y=1 であるので、「NOT A or B」は 0-1 変数を用

いて記述することができることになる。 

 

例として、整数変数 x1、x2 に対する以下の論理制約を考えよう。 

 

if x1 +x2 <= 10  then  x1 <= 5                              

 

この条件は、                                                

 

x1+x2 =>11 or  x1 <= 5                                      

 

と同値であるので， 0-1 変数 y と大きな数 M を用いて          

 

x1 + x2 => 11 - My  , x_1 <= 5 + M(1-y)                     

 

と書くことができる。                                        

 

論理制約の練習問題として、論理パズルを解いてみよう。解答は次回に示す。 

 

ある島には正直族と嘘つき族と呼ばれる 2 種類の人たちが仲良く住んでいる。正直族は必

ず本当のことを言い、嘘つき族は必ず嘘をつく。またこの島には、夜になると狼に変身して

人を襲う狼男が紛れ込んでいる。狼男もこの島の住民なので、正直族か嘘つき族の何れか

に属する。あなたは、この島の人たちが狼男なのかの調査を 

頼された。 

 

3 人のうち 1 人が狼男であることが分かっている。 A,B,C の 3 人組への証言は以下の通

りである。 



A: 「わたしは狼男です。」 

 

B: 「わたしも狼男です。」 

 

C: 「わたしたちの中の高々1 人が正直族です。」 

 

さて、狼男は誰か？また誰が正直族で誰が嘘つき族か？ 

 

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

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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