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**** 最適化プログラミング中級コース新設（2021 年 7月開催） **** 

 

多くの皆様からご要望をいただきました最適化プログラミング中級コースを新設しました。

以下の内容で、2021年 7月に開催します。 

 

【コース概要】 

同一の問題を数理計画問題として解こうとしたときに、それを実現する数理モデルは、一意

ではありません。採用する数理モデルによって、求解性能が大きく変わってくることも多々

あります。本コースでは、プログラミングを通して様々な数理モデルおよびアプローチを試す

ことで、求解性能を向上させながらアプリケーションを構築していく開発の流れをご紹介しま

す。 

また、巡回セールスマン問題（Traveling Salesman Problem ：TSP）を例に、代表的な数理モ

デルもいくつかご紹介します。それらの定式化を実際に最適化プログラムに落とし込み、そ



の求解性能の違いを観察していきます。また、切除平面法を用いたアルゴリズム的な解法

もご紹介します。その実現のために Gurobi のコールバック関数の機能を活用します。 

上記の内容を数理最適化ソルバーGurobi およびオブジェクト指向型スクリプト言語 Python

を用いてプログラム化していく流れを、演習を交えながら体験できるコースです。 

また、TSP を用いるため、TSP のモデリングを読み解くための数理的な知識および Gurobi 

Pythonによるモデル作成の基礎的な知識をお持ちであることも前提としています。 

 

【開催日時】2021年 7 月 16日 (金） 10：00 ～ 17：00  

             （1日間コース：昼休憩および適時休憩あり） 

【会場】オンライン開催  

【定員】6名 

【受講料】70,000円 (税抜き) 

【参加お申込み方法】以下のサイトから、お申込みください。 

                    https://www.octobersky.jp/training/training-10850  

 

【参加対象】 

より複雑なモデリングと発展的な Gurobi Python API（主にコールバック関数）に触れてみた

い方が対象です。提示された定式化を読み解くことができ、数理モデルに関する知見をお

持ちで、併せて Gurobi Python の基本的な文法（数理モデルの作成から求解まで）も理解さ

れている事を前提にトレーニングが進行します。 

 

 

****  最適化トレーニングビギナーコース（2021年 6月開催） **** 

 

数理最適化の知識がない方であっても、最適化の概念をご理解いただけることを目的とし

た最適化トレーニンコースです。コンピュータエンジニアの方だけなく、営業業務、企画業務、

または数理最適化をベースとしたソリューションを実際にこれから導入される、または、すで

に運用されている様々な業務に携わっている現場の方々にもわかりやすい内容になってい

ます。 

 

ビギナーコースは、年内の再度の開催を予定していませんので、ご参加を希望される方は、

この機会にご参加をご検討ください。 

多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

 

【コース概要】 

「最適化」について事前知識の無い方、そもそも「最適化」でどのようなことができるかにご

https://www.octobersky.jp/training/training-10850


興味のある方向けのビギナーコースです。前半では実世界における「最適化」の具体例を

用いて、「最適化」の一般的な概念や「最適化」がどのようなことに利用可能かをご紹介しま

す。後半では、最適化手法の一つである数理最適化を扱います。 

「最適化」を行う上で、数理最適化がヒューリスティクスなどと比較してどのように有効であ

るかを、簡単な例をもとに解説していきます。また、「最適化」を利用したシステムの開発フ

ローと、ビジネスロジックを組み込んだ、または、ヒューリスティクスをベースとしたシステム

の開発フローを比較しその違いについての理解を深めます。 

 

【開催日時】 2021年 6月 18日 （金）  13：30 ～ 16：30 （適時休憩あり） 

【開催方法】 オンライン開催 

【定員】30名 

【受講料】 無料 

【参加お申込み方法】以下のサイトから、お申込みください。 

          https://www.octobersky.jp/training/training-9826   

    

【参加対象】 

・「最適化」 とは何かを、具体的に知りたい方 

・「最適化」が様々な産業のどのような業務にどう生かせるのかを知りたい方 

・これから「最適化プログラミング」および「最適化モデリング」の受講を予定 

  されている方で、その事前準備のために「最適化」の基礎を学んでおきたい方 

・数理最適化を基盤にした最適化システム（または、アプリケーション）開発と、 

 一般のシステム開発における開発フローの違いを理解したい方 

 

 

**** オクトーバー・スカイ会社沿革 **** 

 

オクトーバー・スカイは、今年で設立 12年目を迎えます。弊社のお客様よびパートナー企業

様からの継続的な温かいご支援に深く御礼申し上げます。 

 

弊社の成長の軌跡をたどる会社沿革を、サイトに追加させていただきました。 

 

弊社の会社情報（沿革）は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/company/index  
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****  イベントのご案内：日本機械学会：第３１回環境工学総合 

                         シンポジウム出展  **** 

 

オクトーバー・スカイは、一般社団法人日本機械学会主催、第３１回環境工学総合シンポジ

ウムに出展します。弊社は、世界最速の数理最適化ソルバーGurobi Optimizer が、どのよ

うに環境保全型エネルギー技術として活用可能かについてのオンラインセミナーを本シン

ポジウムで行います。 

 

会期：2021年 7月 8日（木）～ 9日（金） 

会場：オンライン開催 

弊社オンラインセミナー開催日程：2021年 7月 9日（金） 

                   Web 講演第四室 12：50～13：05 

 

本イベントの詳しい情報は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/event/event-11598   

 

本イベントのオフィシャルサイトは、こちらから 

https://www.jsme.or.jp/event/21-14/  

https://confit.atlas.jp/guide/event/env21/top  

 

 

****  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。 

多くの皆様のご参加お申し込みを、お待ちしております。 

 

【製品入門トレーニング】参加費：無料 

            6月以降開催のトレーニングからオンライン開催 

             

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   

開催場所：弊社トレーニングルーム 

 

AMPL入門トレーニングコース 

開催日時：2021年 6月 17日（木） 13：30 ～ 17：00 

開催場所：オンライン開催 

https://www.octobersky.jp/event/event-11598
https://www.jsme.or.jp/event/21-14/
https://confit.atlas.jp/guide/event/env21/top


 

【最適化トレーニング】参加費：有料 

           オンライン開催  

  

最適化トレーニング ビギナーコース 

開催日時：2021年 6月 18日（金） 13：30 ～ 16：30 

 

最適化プログラミング中級コース（新設） 

開催日時：2021年 7月 16日（金） 10：00 ～ 17：00 

 

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/training  

 

 

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

第１回 モデリング言語 AMPL のご紹介（全２回） 

                                        オクトーバー・スカイ 森田 裕哉 

 

数理最適化問題をソルバーを用いて解く際、対象となる問題を記述する方法にはいくつか

の選択肢がある。具体的には、共通フォーマットである LP/MPS ファイル、ソルバーに備わ

った API、そして AMPLのようなモデリング言語などが挙げられる。 

本稿では AMPL を利用したことがない方を主な対象として、AMPL によるモデリングの特長

をほかの手法と比較しながら説明する。 

 

■モデルとデータの区別（vs. LPファイル） 

 

ここでは簡単な生産計画問題を例に、LP ファイルによる記述と AMPL によるモデリングを

比較する。次のような問題を考えてみる。 

 

********************************************************************** 

2種類の製品を、3種類の資源から生産することを考える。 

 

各製品の生産に必要な資源の量が、次のとおり分かっている。 

 

  製品 1: (資源 A:9、資源 B:4、資源 C:3)    

  製品 2: (資源 A:4、資源 B:5、資源 C:10)    

https://www.octobersky.jp/training


また、各資源の利用可能な上限は次のとおりであり、これを超えてはならない。 

 

  資源 A: 360       

  資源 B: 200       

  資源 C: 280       

 

各製品を生産したときの単位当たりの利益が、 

 

  製品 1: 7         

  製品 2: 12        

 

であるとき、利益を最大にするためには各製品を何単位生産すべきか？       

********************************************************************** 

 

この問題を LPファイルを用いて記述すると、次のようになる。   

（x_1、x_2はそれぞれ製品 1、2の生産量を指す。）             

 

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

# model.lp               

Maximize                

 7 x_1 + 12 x_2             

Subject To                          

 9 x_1 + 4 x_2 <= 360               

 4 x_1 + 5 x_2 <= 200               

 3 x_1 + 10 x_2 <= 280              

End 

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

 

LP ファイルには配列や繰り返し構文といった概念がないため、問題を構成する目的関数

(Maximize～)と制約条件(Subject To～)を、素朴に書き下す必要がある。 

問題の規模が小さければ、これは記述量が少なく明快であるが、製品や資源の種類数が

拡張されることを想定すると、その際には製品の数だけ項を増やす、資源の数だけ式を増

やすといった具合に、数式を適切に修正する必要が出てくる。 

 

一方、AMPLを用いて同じ問題を表現すると、次のように書ける。 

 



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

# model.mod 数式表現             

set P;      # 製品               

set R;      # 資源               

param profit{P};        # 製品の利益                   

param ubound{R};        # 資源の上限値                 

param need{P, R};       # 生産に必要な資源の量         

var amount{P} >= 0;     # 製品の生産量                 

 

maximize TotalProfit: sum {p in P} profit[p] * amount[p];    

subject to Limit{r in R}: 

    sum {p in P} need[p, r] * amount[p] <= ubound[r];        

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

# instance.dat 数値条件               

set P := "製品 1" "製品 2";             

set R := "資源 A" "資源 B" "資源 C";                  

param profit := "製品 1" 7 "製品 2" 12;              

param ubound := "資源 A" 360 "資源 B" 200 "資源 C" 280;         

param need : 

         "資源 A" "資源 B" "資源 C" :=                

"製品 1"        9       4       3                   

"製品 2"        4       5      10;                  

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

 

LP ファイルとの違いとして、 

 

 ・数式表現（モデル）と数値条件（データ）を区別している 

 ・数式の構成要素として集合(set)、定数(param)、決定変数(var)を 

  明示している 

 

が挙げられる。AMPL ではこのように記述することで、集合の要素数や定数値の変化に応

じて自動的に目的関数や制約条件を展開できるようになっている。例えば、制約条件・資源

ごとの使用上限制約は「{r in R} ～～」と書くことで、資源の数だけ必要になる制約式を、見

かけ上ひとつの式にまとめて表現している。また、「sum {p in P} ～～」は、Σ記号を使った表

現と同じ要領で、製品毎の合計利益や全製品を作るのに必要な資源の総和をシンプルに

表現している。 



LP ファイルと比べるといっけん複雑で記述量も多く感じられるが、製品・原料に関する数値

条件を変更することになった場合でも数式部分には手を加える必要がなく、数値データ

(instance.dat)だけを差し替えるだけで済むように構築できる。 

AMPL を利用するメリットのひとつとして、こうしたアップデートの容易さを挙げることができ

る。 

 

■ソルバーAPI との比較       

 

前節では AMPL を用いてモデルとデータを分離した記法ができることを述べたが、これはソ

ルバーに備わっている APIを適切に利用することでも実現は可能である。 

ただし、利用するソルバーの種類や APIの言語にもよるが、一般に手続き型のプログラミン

グ言語で数式をコーディングすると、実際の数式表現とはかけ離れた見た目となることがあ

る。前述の例で言えば、「sum {x in X} ～～」という和の記法は AMPLが提供する自然な数

式表現のひとつである。また AMPLはこの他にも、ネットワークフロー、区分線形関数など、

数理最適化問題によく現れる数式等を簡潔に表現する手段を有しており、書かれたコード

を数式としてより理解しやすいコーディングを可能にしてくれる。 

 

また、AMPL は今日利用されている様々なソルバーに対応している。例えば、問題によって

複数種類のソルバーを使い分ける必要がある場面を想定すると、API はソルバー固有のも

のであるため別個に習得しなければならないところ、AMPL を用いれば一つの言語で別々

のソルバーの制御が可能となる。こうした特定のソルバーに依存しないコーディングも

AMPLの特長である。 

 

今回は AMPL を用いたモデリングの特長を説明した。次回は、AMPL を他のプログラミング

言語から利用可能にする AMPL APIについて紹介する。 

 

 

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

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

mailto:info@octobersky.jp
mailto:marketing@octobersky.jp


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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