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**** 第三回 Webinar 開催のご案内 : 数理最適化と Gurobiに関する Tips集 **** 

 

オクトーバー・スカイは、第三回 Webinar を「数理最適化と Gurobi に関する Tips 集」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。 

 

【第三回 Webinar】 数理最適化と Gurobiに関する Tips 集 

 

開催日程：2021年 4月 9日（金） 10：30 ～ 11：45 

概要：数理最適化問題を Gurobi Optimizer で解く際に、知っておくと役に立つかもしれない

Tips集をご紹介します。 

   

    1.Gurobi ログ 

    2.GAPについて 

    3.Gurobi パラメータ 

    4.モデル化に関する Tips 

    5.最適化に関する参考書籍など 



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/20210409.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（理論編） **** 

 

【開催日時】2021 年 3 月 11 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】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。  

 

【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

に基礎的な最適化理論の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。 

 

 最適化の実応用においては、問題が大規模化したり、複雑になることがあります。 

 大規模問題の場合には、現在の計算機の進歩で対応できる場合もありますが、対応でき

ない場合もあります。 

 たとえ、対応できる場合であっても、問題を理論的に分解するなどの工夫により、元の大
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きな問題をそのまま扱うよりも速く解けるならばそれに越したことはありません。これは一

度モデリングして得られた定式化の「再定式化」を意味しています。 

 また複雑な問題の場合には、様々な要因がありますが、データに不確定性がある場合の

対処法や目的関数や制約条件が一次でなく二次の場合の対処法等を知っていれば、か

なりのケースにおいて対応が可能になります。本トレーニングの内容は、このような対処

法を主眼にしています。 

 

（主なトレーニング内容） 

 １．Lagrange 双対理論 

 ２．データに不確定性がある場合のモデリング 

 ３．二次錐計画問題のモデリング 

 ４．大規模あるいは複雑な問題に対する再定式化 

 ５．Lagrange 双対理論の応用 

 

【トレーニング内容補足】 

 理論編では、Lagrange 双対理論をベースとしていますので、最初にベースとなるこの理論

を説明します。３．の二次錐計画では、二次でも凸であれば解きやすいので、そのような

形になるモデリングについて説明します。さらに、Gurobi のバージョン 9.0 以降、非凸の 2

次制約も解けるようになっていますので、そのようなモデリングについても簡単に紹介しま

す。 

 

****  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、飛沫防止のパ

ーティションを備え付け、アルコール消毒剤もご用意し、換気も十分に行い、かつ、全ての

備品は次回のトレーニングに備えて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 

 

AMPL入門トレーニングコース 

開催日時：2021年 3月 25日（木） 13：30 ～ 17：00 

 

AIMMS 入門トレーニングコース 

開催日時：2021年 4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：2021年 5月 20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（理論編） 

開催日時：2021年 3月 11日（木） 9：30 ～ 17：30 

開催場所：オンライン開催 

           

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 （５）（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 

 

 

前回の解答例を示そう。解答の詳細は、 

https://mikiokubo.github.io/opt100/81shift-minimization/ を参照されたい。 

 

ジョブを点としたグラフを作成し、ジョブの開始。終了時間が交差している（時間帯に交わり

がある）ときに対応する点間に枝をはる。まず、交差判定の関数を準備しておく。 

 

def intersect(j,k):                                  

 

    if start[j]>start[k]:                               
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        j,k = k,j                                   

 

    if finish[j] > start[k]:                             

 

        return True                                  

 

    else:                                       

 

        return False                                  

 

  

 

モジュールの読み込み：                                       

 

from gurobipy import Model, quicksum, GRB                       

 

from collections import OrderedDict, defaultdict                

 

import networkx as nx                                

 

データの読み込み： 

 

name =“data_1_23_40_66.dat” #ファイル名                

 

f = open( fname, “r”) #ファイルの読み込み              

 

lines = f.readlines()                                 

 

f.close()                                       

 

n_jobs = int(lines[4].split()[2]) #ジョブ数              

 

start, finish = OrderedDict(), OrderedDict() #開始．終了時間の読み込み   

 

for j in range(n_jobs):                              

 



    start[j], finish[j] = map(int, lines[5+j].split() )           

 

n_workers = int(lines[5+n_jobs].split()[2]) #作業員データの読み込み     

 

Jobs = defaultdict(set)                               

 

for w in range(n_workers):                              

 

    line = lines[6 + n_jobs + w].split()                       

 

    for j in line[1:]:                                

 

        Jobs[w].add(int(j))                             

 

  

 

交差グラフの生成：                                               

 

G = nx.Graph()                                   

 

for j in range(n_jobs):                               

 

    for k in range(j+1,n_jobs):                           

 

        if intersect(j,k):                              

 

            G.add_edge(j,k)                             

 

  

 

極大クリークの列挙：                                

 

Cliques = [] 

 

for c in nx.find_cliques(G):                            

 



    Cliques.append( setc )                             

 

定式化：                                                         

 

model = Model()                                  

 

x, y ={},{}                                    

 

for w in range(n_workers):                            

 

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

 

    for j in Jobs[w]:                              

 

        x[j,w] = model.addVar(vtype=“B”,name=f”x[{j}.{w}]”)         

 

model.update()                                 

 

for j in range(n_jobs):                             

 

    model.addConstr( quicksum( x[j,w] for w in range(n_workers)            

if (j,w) in x ) == 1, name=f”job_assign[{j}]”)                

 

for w in range(n_workers):                         

 

    for j,c in enumerate(Cliques):                     

 

        model.addConstr(  quicksum(x[j,w] for j in Jobs[w].intersectionc) 

 <= y[w], name=f”connection[{j},{w}]” )                 

 

model.setObjective(quicksum( y[w] for w in range(n_workers) ), GRB.MINIMIZE)  

 

model.optimize()                                

 

この問題のもとになった論文は 2012 年のもので、そのときには CPLEX と比較していたが、

そのとき解けなかった問題例が、Gurobi と networkxだけで簡単に解くことができることは驚



くべきことだ。 

 

今回考えるもう 1 つの OR-Lib から例題は、乗務員スケジューリング問題であり、以下のよ

うに定義される。 

 

開始時刻と終了時刻が決まっている N 個のタスクを、K 人の等質な乗務員で処理すること

を考える。乗務員の稼働時間（タスクを処理する時間とタスク間の移動時間の合計）の上限

制約がある下で、タスク間の移動費用の合計を最小化するスケジュールを求めよ。 

もとになった論文やデータはこちらのサイト 

（http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/cspinfo.html ）にあるので、ダウンロードして

定式化に挑戦して欲しい。 

 

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

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 2021 

-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊-＊- 

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/cspinfo.html
mailto:info@octobersky.jp
mailto:marketing@octobersky.jp
mailto:marketing@octobersky.jp
https://www.octobersky.jp/regist/
http://www.octobersky.jp/

