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**** 「数理最適化の現況レポート 2021年版」のご紹介 **** 

 

Gurobi社が作成した「State of Mathematical Optimization Report, 2021」の日本語版である

「数理最適化の現況レポート 2021 年版」を、弊社 Web サイトにアップしました。本レポート

は、メンバーページ内（要メンバーログイン）の「資料ダウンロード」からダウンロードできま

す。 

 

本レポートは、今日の我々の世界での数理最適化の重要性とその影響について、ハイライ

トを当てています。 

 

本レポートは、2020 年に Gurobi 社が 251 社の顧客に向けて実施した調査で得られたデー

タに基づいており、企業がどのように数理最適化を使用しているかについての洞察をお届



けし、この AI 技術によってもたらされたビジネス価値をご紹介します。現在の企業がいかに

既製および自社向けに構築した（カスタムビルド）の様々なアプリケーションで数理最適化

技術を活用して、自社ビジネスの最も難しい問題を自動的に解決し、最適な意思決定に役

立て（しかも多くの場合、それを自動的に行い）、自社のビジネス目標を達成しているかを

知ることができます。 

 

本レポートによって、今日のビジネスの世界における数理最適化の威力と拡がりが どのよ

うなものかを感じ取っていただき、それにより、御社における最適化の機会の可能性に皆

様が目を向けていただければ幸いです。 

 

メンバー登録は、こちらから 

https://www.octobersky.jp/regist  

 

 

**** 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。 

 

【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  

https://www.octobersky.jp/regist


【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。 

          残り参加枠は 1名ですので、ご参加をご検討されている方は、 

          お早めにお申込ください。 

                    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

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。 

 

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


【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 

 

 

****  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 

セミナー題目：「Gurobi による省エネルギー化のご紹介」 

 

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  

https://www.octobersky.jp/training/training-9826
https://www.octobersky.jp/event/event-11598
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 

            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 6月 10日（木） 13：30 ～ 17：00   

開催場所：オンライン開催 

 

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 

 

【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２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 

 

■AMPL API を利用する理由 

前号では、AMPLによるモデリングの特長として「数式としての理解のしやすさ」 

「モデルと数値条件の分離」を挙げた。本稿では、AMPL を各種プログラミング言語から利

https://www.octobersky.jp/training


用可能にする AMPL APIを利用するメリットについて、モデルに適用する数値条件データの

扱いに注目して考察する。 

 

AMPL で構築されたモデルに具体的な数値を与えるためには、このような dat ファイルが必

要になることは前回で述べた。 

 

datファイルの例（前号より再掲）      

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

# 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;                      

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

 

ここで、上記でいう「製品」「資源」に関する数値データが Excel やデータベースといったデー

タソースに保持されていて、そこから引用して AMPL に問題を与えたいという場面を仮定し

よう。すると、データソースを解析して、dat ファイルの書式に従ってテキストとして出力して

おくという一手間が必要になる。 

なお本稿では掘り下げないが、AMPL では dat ファイルを用意せず、Excel ファイルから直

接モデルに数値を適用させる機能もサポートされている。ただし、任意のデータ構造の

Excel と連携できるわけではなく、AMPL がデータテーブルとして解釈可能なファイルレイア

ウトでなくてはならないという制約がある。 

AMPL 独自の形式である dat ファイルへの変換ロジックについて考えることなく、データソー

スのレイアウトを AMPL のためだけに修正することもなく、モデルに数値データを与える手

段として、汎用のプログラミング言語と AMPL とをつなぐ AMPL API を利用するという選択

肢がある。つまり、数式表現が得意な AMPL にモデリングを任せ、各種データソースから数

値を取得して AMPL のモデルに適用させる一連のロジックを、使い慣れたプログラミング言

語で実装するというものだ。 

 

■AMPL API の対応言語  

2020年現在の対応言語は Python, C++, Java, C#, R, MATLAB となっている。AMPLが 



ライセンスされた環境であれば追加費用なしで利用可能である。プラットフォームにより対

応状況が異なる場合があるため、最新の正確な情報は AMPL のウェブページ[1]を参照さ

れたい。 

 

[1] AMPL API 

https://ampl.com/products/api/      

 

■AMPLPYによる実現 

ここでは API の利用例として、Python と AMPL を連携させるパッケージ「AMPLPY」を用い

た実装例を示す。AMPL 言語で記述した mod ファイルをロードし、数値データの読込からモ

デルへの適用を dat ファイルに代わって処理、最後にソルバーが得た解を AMPL を通して

Python上で取得……という流れとなっている。 

 

※下記コードの load_data メソッドではデータをハードコーディングしているが、本来はデータ

ソースを解析・整理するロジックを想定している。 

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

# sample.py        

import amplpy      

 

 

def main():        

    ampl_if = amplpy.AMPL()         

     

    # AMPLで記述されたモデルファイルをロード        

    ampl_if.read("model.mod") 

 

    # データソース -> Pythonデータ構造を作成        

    products, resources, profit, ubound, need = load_data()               

 

    # Pythonデータ構造 -> AMPLモデルに適用          

    ampl_if.set["P"] = products                     

    ampl_if.set["R"] = resources                    

    ampl_if.param["profit"] = profit                

    ampl_if.param["ubound"] = ubound                

    ampl_if.param["need"] = need                    

 

https://ampl.com/products/api/


    ampl_if.setOption("solver", "gurobi_ampl")      

    ampl_if.solve()                                 

 

    # AMPLモデルの解 -> Pythonオブジェクト          

    total_profit = ampl_if.obj["TotalProfit"].value()        

    amount = ampl_if.var["amount"].getValues()               

    print(total_profit)                             

    print(amount)                                   

 

 

def load_data():                                    

    # ここで本来は、Excelやデータベースなどを参照し          

    # 最適化に必要な値を取得して 

    # Pythonのデータ構造（リストや辞書等）で返す。           

    products = ["製品 1", "製品 2"] 

    resources = ["資源 A", "資源 B", "資源 C"]         

    profit = {                                      

        "製品 1": 7,                                 

        "製品 2": 12                                 

    }                                               

    ubound = {                                      

        "資源 A": 360,                               

        "資源 B": 200,                               

        "資源 C": 280                                

    }                                               

    need = {                                        

        ("製品 1", "資源 A"): 9,                      

        ("製品 1", "資源 B"): 4,                      

        ("製品 1", "資源 C"): 3,                      

        ("製品 2", "資源 A"): 4,                      

        ("製品 2", "資源 B"): 5,                      

        ("製品 2", "資源 C"): 10                      

    }                                               

    return products, resources, profit, ubound, need          

                                                    

                                                    



if __name__ == "__main__":                          

    main()                                          

    exit()                                          

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

# model.mod 数式表現（前号より再掲）                

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]; 

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

 

より詳細な AMPLPY の利用方法については、弊社メンバーページからダウンロード可能な

AMPLPYスタートガイドを、APIの完全な説明は AMPL社ウェブページのリファレンスマニュ

アル[2]を、それぞれ参照されたい。 

 

[2] Python API reference        

https://ampl.com/api/nightly/python/reference.html  

 

 

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

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  

https://ampl.com/api/nightly/python/reference.html
mailto:info@octobersky.jp
mailto:marketing@octobersky.jp
mailto: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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