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**** オクトーバー・スカイの Web サイトをリニューアル **** 

 

オクトーバー・スカイは、弊社の Web サイトをリニューアルしました。会社設立以来、サイトリ

ニューアルは、今回で 4 回目です。新しい Web サイトでは、弊社の数理最適化製品をはじ

め、弊社が提供する数理最適化のコンサルティングサービスや数理最適化ソリューション

に関する新たな情報を掲載しています。 

 

弊社のリニューアルサイトは、こちらから 

https://www.octobersky.jp/  

 

数理最適化が、お客様の問題解決のためにできることの情報は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/solution/mathematical-optimization  

 

数理最適化ソリューション製品 Math シリーズの情報は、こちらから 

（拠点配置計画 Math Networks の GUIが新しくなりました。） 

https://www.octobersky.jp/products/math  

 

 

https://www.octobersky.jp/
https://www.octobersky.jp/solution/mathematical-optimization
https://www.octobersky.jp/products/math


弊社のコンサルティングサービスに関しては、こちらから 

https://www.octobersky.jp/consulting  

 

Gurobiがサポートしている解法に関しては、こちらから 

（いくつかの解法の問題例が新しくなっています。） 

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

 

****  2022 年度新卒求人開始 （中途採用は随時募集中） **** 

 

本メールマガジンは、学生の方々も多く購読いただいていますが、2022 年度の新卒求人を

開始しましたので、数理最適化技術にご興味のある多くの学生の方の弊社へのご応募を

お待ちしています。また、業務拡張に伴い、中途採用にも力を入れていますので、弊社にご

興味のある方は、以下の採用募集ページをご覧ください。 

多くの皆様のご応募をお待ち申し上げております。 

 

新卒および中途採用情報および応募は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/company/recruit  

 

**** 第三回 Webinar（数理最適化と Gurobiに関する Tips 集）満員御礼 **** 

 

お蔭様をもちまして、第一回、第二回 Webinar 同様、4 月 9 日開催の第三回 Webinar も開

催前に満員御礼になりました。Webinarは不定期で開催していますので、第四回Webinarの

開催日および開催情報に関しては、今後のメールマガジンでご案内の予定です。 

 

弊社の Webinar で取り上げてほしい内容やトピックがあれば、以下のメールまでご連絡くだ

さい。なお、ご要望の内容により、Webinar での対応が難しい場合は、弊社の有償トレーニ

ングまたは有償コンサルティングサービスでの対応を検討させていただくことになりますの

で、予めご了承ください。 

 

メール宛先:training@octobersky.jp   

件名：Webinarに関する要望 

 

第三回 Webinarの情報は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/event/event-9943  

 

 

https://www.octobersky.jp/consulting
https://www.octobersky.jp/products/gurobi/gurobi_solution
https://www.octobersky.jp/company/recruit
https://www.octobersky.jp/event/event-9943


第二回 Webinarの情報は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/event/event-10497  

 

第一回 Webinarの情報は、こちらから 

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

 

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

数理最適化練習問題 （６）（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。もとの論文にある定式化は、タスク間の移動に対して変数を定義

しているが、そのような方法（切除平面法）だとうまくいかない。実際にベンチマーク問題例

を調べてみると、時間制約が非常にきつい。そのような場合には、時間制約を満たすパス

をあらかじめ生成しておく定式化が良い。同じ問題でも、問題例（インスタンス；問題に数値

を入れたもの）によって解法を使い分ける必要があるのだ。切除平面方の実装や数式など

の詳細については、 

https://mikiokubo.github.io/opt100/80csp.html を参照されたい。 

 

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                              

 

データを読み込み，乗務員数を設定しておく．                   

 

fname = “./data/csp/csp50.txt”                        

 

f = open(fname,”r”)                             

 

lines = f.readlines()                            

 

n_tasks, time_limit = map(int, lines[0].split())              

 

https://www.octobersky.jp/event/event-10497
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https://mikiokubo.github.io/opt100/80csp.html


K = 27 

 

start, finish = OrderedDict(),OrderedDict()                

 

for t in range(1,n_tasks+1):                        

 

    start[t], finish[t] = map(int, lines[t].split())           

 

  

 

有向グラフを準備する．                          

 

D = nx.DiGraph()                             

 

for line in lines[1+n_tasks:]:                      

 

    tail, head, cost = map(int, line.split())              

 

    D.add_edge(tail, head, weight=cost, time=start[head]-start[tail])     

 

for t in range(1,n_tasks+1):                           

 

    D.add_edge(0,t,weight=0, time=0)                      

 

for t in range(1,n_tasks+1):                           

 

    D.add_edge(t,n_tasks+1,weight=0, time=finish[t]-start[t])         

 

時間制約を満たすパスを列挙する関数を準備しておく。                 

 

def k_th_sp(G, source, sink, k, weight=“weight”, time_limit=time_limit):   

 

    time_list, path_list = [], []                        

 

    for i, p in enumerate(nx.shortest_simple_paths(G, source, sink, weight=    

  weight)):                                   



 

        if i >= k:                                

 

            break                                

 

        v = p[0]                                

 

        time = 0.                                

 

        for w in p[1:]:                             

 

            time += G[v][w][weight]                       

 

            v = w                                

 

        if time>time_limit:                           

 

            break                                

 

        time_list.append( time )                        

 

        path_list.append( tuple?)                        

 

    return time_list, path_list                         

 

時間制約を満たすパスを列挙し、タスクを含むパスの集合を辞書 Paths に保管し、パスの

費用 C を計算しておく。 

 

time_list, path_list = k_th_sp(D,0,n_tasks+1,100000,weight=“time”)        

 

C = {}                                               

 

Paths = defaultdict(set)                                     

 

for p, path in enumerate(path_list):                               

 



    cost_ = 0                                           

 

    for j in range(1,len(path)-1):                                

 

        cost_ += D[path[j]][path[j+1]][“weight”]                      

 

        Paths[path[j]].add?                                  

 

    C[p] = cost_                                       

 

定式化は簡単であり、各タスクを処理するパスが選ばれていることと、乗務員の数が K 人

であるという制約だけだ。                                                

 

model = Model()                                      

 

X = {}                                          

 

for p in C:                                       

 

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

 

model.update()                                      

 

for t in range(1,n_tasks+1):                              

 

    model.addConstr( quicksum(X[p] for p in Paths[t]) >=1 )              

 

model.addConstr( quicksum( X[p] for p in X) ==K)                   

 

model.setObjective( quicksum(C[p]*X[p] for p in X), GRB.MINIMIZE)           

 

model.optimize()                                   

 

このモデルで最大のベンチマーク問題例でさえ、簡単に解くことができる。昔は（といっても

1996年の論文だ）専用の解法を作成し、博士論文になっていた問題がこんなに手軽に最適

化できるようになっているのだ。 



OR-Lib (http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html  )には他にも様々なベンチマー

ク問題例が置いてある。興味がある人はいろいろ挑戦して腕を磨いておくことを勧める。そ

うすれば、実際問題に直面したときに、素早く問題を解決することができるからだ。 

 

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

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  
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