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【ご連絡】 

今年も、弊社メールマガジンのご愛読をいただき、誠にありがとうございます。 

2020 年 12 月号は、休刊します。次号は、2021 年 1 月号（2021 年 1 月 29 日配信予定）で

す。 
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****  Gurobi Optimizer 新バージョン、V.9.1 リリース **** 

 

Gurobi Optimizer 新バージョン、V.9.1 リリースが今月リリースされました。 

 

かつてないより広範囲なビジネスの問題に対処する高品質なソリューションを構築するため、

本バージョンでは、金融サービス、石油・ガス、化学等の産業を含む多くの産業のお客様に、

数理最適化を使えるための能力が提供されています。また、劇的なパフォーマンス改良お



よび新たな機能拡張が実現されています。 

 

Gurobi Optimizer 新バージョン、V.9.1 リリースの詳細情報は、こちらから 

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

 

****  事例のご紹介：トヨタ自動車 Gurobi Optimizer **** 

 

自動車会社が最大限の利益を得るためには、できるだけ利益率が高い車種を数多く生産

し、その販売を強化する戦略を立てることが必要です。しかし、世界各国には自動車の環

境影響に対する厳しい規制があり、違反した場合、罰金や販売停止等のペナルティを課さ

れるため規制順守は必須です。自動車会社は、利益率が高い車種だけでなく各国の環境

規制に対応した燃費が良い車種の生産や販売も含めた計画を立てる必要があります。こ

のように環境規制に適合しつつ利益を最大化するようにタイムリーかつスピーディーに計画

を策定することが、自動車会社には日常的な経営課題として求められています。 

 

本事例の続きは、こちらから 

https://www.octobersky.jp/casestudy/case018.html  

 

 

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

 

(お申込者多数のため参加人数を増やしましたが、参加枠は残り僅かですので、ご参加を

ご検討される方は、お早目にお申し込みください。） 

 

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 

https://www.octobersky.jp/products/gurobi_version.html
https://www.octobersky.jp/casestudy/case018.html


        6. Q&A 

参加人数：35 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  

 

**** 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：9 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   

  

【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

https://www.octobersky.jp/event/20201211.html
https://www.octobersky.jp/support/training.html


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   

 

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 

 

[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

社は、できうる限りの感染予防対策を施してトレーニングを開催しています。 



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、換気も十分に行い、全ての備品は次回のトレーニングに備え、トレーニング終了

後すぐに消毒を施しています。 

 

【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 

 

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 

 

Gurobi Optimizer 入門トレーニングコース 

開催日時：2021 年 2 月 18 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 （３）（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。 

 

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


model = Model()                                              

 

honest, wolf = {}, {}                                        

 

L = list(“abc”)                                            

 

for l in L:                                                  

 

    honest[l] = model.addVar(vtype=“B”, name=f”honest({l})”)          

 

    wolf[l] = model.addVar(vtype=“B”, name=f”wolf({l})”)              

 

model.update()                                               

 

model.addConstr(wolf[“a”]+wolf[“b”]+wolf[“c”]==1) #3 人のうち 1 人は狼男 

 

model.addConstr(honest[“a”]==wolf[“a”]) #A が正直なら狼男、嘘つきなら狼男ではない 

 

model.addConstr(honest[“b”]==wolf[“b”]) #B が正直なら狼男、嘘つきなら狼男ではない 

 

# C が正直なら honest[“a”]+honest[“b”]+honest[“c”]<=1, C が嘘つきなら  

honest[“a”]+honest[“b”]+honest[“c”]>=2                

 

# => honest[“a”]+honest[“b”]+honest[“c”]<=1 + M(1-honest[“c”]),   

 honest[“a”]+honest[“b”]+honest[“c”]>=2-M honest[“c”]; 最小の M は２   

 

model.addConstr(honest[“a”]+honest[“b”]+2*honest[“c”]==2)           

 

model.setObjective(honest[“a”], GRB.MAXIMIZE)                           

 

model.optimize()                                                          

 

答えは、C が正直族で、狼男である。 

 

今回は絶対値の取り扱い方について学ぼう。 

 



実数変数 x の絶対値 |x| を「最小化」したいという要求は実務でしばしば現れる。 

2 つの新しい非負の実数変数 y と z を導入する。まず、変数 x を x=y-z と 2 つの非負 

条件をもつ実数変数の差として記述する。x の絶対値 |x| を y+z と記述すると、y,z は 0 以

上の制約が付加されているので、x が負のときには z が正（このとき y は 0）となり、x が

正のときには y が正（このとき z は 0）になる。絶対値を「最大化」したい場合には、y と z 

のいずれか一方だけを正にすることができるという制約が必要になる。これには、前回学ん

だ離接制約（or の条件）を使えば良い。 

 

絶対値の練習問題として、以下のパズルを解いてみよう。解答は次回に示す。 

 

7 組の家族がみんなで食事会をしようと考えている。 

 

4 人がけのテーブルが 7 卓であり、親睦を深めるために、同じ家族の人たちは同じテーブ

ルに座らないようにしたい。家族の構成は以下の通りとしたとき、各テーブルの男女比をな

るべく均等にする（女性と平均人数との差の絶対値の和を最小化する）座り方を求めよ。た

だし、女性には (F) の記号を付してある。 

 

 -  磯野家: 波平，フネ (F)，カツオ，ワカメ(F) 

 

 -  バカボン家: バカボンパパ，バカボンママ (F)，バカボン，ハジメ 

 

 -  野原家: ひろし，みさえ(F)，しんのすけ，ひまわり(F) 

 

 -  のび家: のび助，玉子(F)，のび太 

 

 -  星家: 一徹，明子(F)，飛雄馬 

 

 -  レイ家: テム，カマリア(F)，アムロ 

 

 -  ザビ家: デギン，ナルス(F)，ギレン，キシリア(F)，サスロ，ドズル，ガルマ 

 

 また、男女比をなるべく均等にしない（女性と平均人数との差の絶対値の和を最大化する）

座り方を求めよ。 

 

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

 



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/  

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

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。 

（株）オクトーバー・スカイ www.octobersky.jp  

Copyright OCTOBERSKY CO., LTD. All Rights Reserved 2020 
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