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【お詫び】 

先月号でご紹介しました「State of Mathematical Optimization Report,2021」の日本語版の

日本語訳に一部誤りがございました。深くお詫び申し上げます。誤りは、内容的なものでは

なく、「数理最適化」の用語自体の誤訳です。 

こちらは、既に修正をされていますので、正しい訳のレポートをご要望の場合は、お手数で

はございますが、再度メンバーページ内からダウンロードをお願い致します。 
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**** 第四回 Webinar 開催のご案内 : Gurobi パラメータとチューニング **** 

 

オクトーバー・スカイは、第四回 Webinar を「Gurobi パラメータとチューニング」という題目で、

以下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。 

 

Webinar 題目：Gurobi パラメータとチューニング 

開催日程：2021 年 8 月 19 日（木） 10：30 ～ 11：45 

参加人数：30 名 



参加費：無償 

 

Webinar 概要： 

Gurobi の動作を制御するために用意されたパラメータのうち、主なものを抜粋してご紹介し

ます。パラメータの中には求解性能に影響を与えるものがありますので、求解性能を向上

させるための一般的なガイドラインや自動チューニングツールについても、ご紹介します。 

 

1. Gurobi パラメータの概要 

2. LP のガイドライン 

3. MIP のガイドライン 

4. 自動チューニングツール 

 

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/event-11820  

 

**** AMPL ユーザのご紹介（その９）**** 

 

AMPL は、高度な代数表現を備えた開発環境を提供することで、開発全体のサイクル（定

式化、テスト、運用、メンテナンス）をサポートします。最適化データや変数、目的関数、制

約条件を記述するための最適化モデリング言語、モデルのデバッグおよび結果の解析を行

うためのコマンド、そしてデータを操作して最適化の戦略を実行するスクリプト言語が統合さ

れていて、最新のアプリケーション構築のために、すべて同じコンセプトと文法に統一され

ています。 

 

AMPL は、30 年以上の歴史があり、世界中に多くのユーザがいます。 

 

本連載は、不定期連載です。 

 （前回は、2020 年 8 月号に掲載：AMPL ユーザのご紹介（その８）） 

  過去のメールマガジンは、メンバーログインにてご覧いただけます。） 

 

AMPL の製品情報は、こちらから 

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

 

【ダウ・ケミカル】 

ダウ・ケミカルは、1 世紀以上にわたって「次は何か」を常に考え続けてきました。 

小さな化学会社としてスタートしてからの長い歴史、そしてダウ・ケミカルの企業としての成

https://www.octobersky.jp/event/event-11820
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長と発展を支えてきたイノベーション、課題、ソリューションをご覧ください。 

ダウ・ケミカルの価値--ダウ・ケミカルの従業員、ビジネスパートナー、当社の素材が使わ

れたブランドを愛用するお客様まで含めた様々な立場の人が、より良いものを作り出そうと

たゆまぬ努力を続けています。互いに耳を傾け、協力し合うことにより、次にどのようなソリ

ューションが必要となるかを見出すことができます。 

ダウ・ケミカルの目指すもの--当社は、世界で最もイノベーティブで顧客本位の、インクル

ーシブかつサステナブルな素材科学企業となることを目指しています。当社の目標は、価

値の向上とクラス最高の性能を提供することです。 

ダウ・ケミカルの信念と文化--従業員第一がダウ・ケミカルの信念です。ダウの従業員は、

インクルーシブで多様性を取り入れた健全な職場環境で、ユニークな視点と背景を生かし

て課題解決のための新しい方法を見出し、お客様の期待を上回るものを実現します。 

 

ダウ・ケミカルの情報は、こちらから 

https://www.dow.com/ja-jp  

 

【キンバリークラーク】 

キンバリークラークでは、全世界で約 40,000 名の従業員が、創意工夫の精神を持ち人々の

最も重要なニーズを理解することによって、生活必需品の枠を超えた、暮らしをより豊かに

する製品を作り出しています。 

当社がグローバル展開するアンドレックス、コットネル、ディペンド、ハギーズ、クリネックス、

プレニチュード、ポイズ、スコット、ユー・バイ・コテックスなどのブランドは、175 を超える国で

人々の暮らしに欠かせないものとなっており、80 か国でブランドシェア首位あるいは 2 位の

座を占めています。 

キンバリークラークは、世界中のお客様に対し積極的な貢献を行う責任を理解しています。

当社のサステナブルな活動は、地球環境の保護と堅固な地域社会の形成に寄与するもの

であり、それによって今後何十年にもわたって当社事業の発展が約束されます。当社は、

あらゆる活動において、プラスの影響という未来への財産を築いています。 

キンバリークラークは 150 年近くにわたり、生活をより良くするための新しい方法を見つけ

出す先見性を持ち続けています。従来にないカテゴリーの創出や新しい会話システムの導

入などによって、あらゆるステージで当社に関係する人々の絶え間なく変化するニーズに

対応するために、常に自社の製品と事業に革新をもたらしてきたのです。 

 

キンバリークラークの情報は、こちらから（英語サイト） 

https://www.kimberly-clark.com/en-us/  

 

 

https://www.dow.com/ja-jp
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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企業講演を本シンポジウム

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 

弊社講演日程：2021 年 7 月 9 日（金） Web 講演第四室 12：50～13：05 

講演題目：「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  

 

 

****  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 

 

AIMMS 入門トレーニングコース 

開催日時：2021 年 7 月 8 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 8 月 5 日（木） 13：30 ～ 17：00   

 

 

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  

 

最適化プログラミング中級コース（新設）満員御礼 

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 数理最適化モデリング入門：線形計画から整数計画まで(全６回) 

                                        大阪大学 梅谷 俊治  

 

整数計画問題は、産業や学術の幅広い分野における現実問題を定式化できる汎用的な最

適化問題の 1 つです。 

Gurobi などに代表される整数計画ソルバーを利用することで、アルゴリズムを開発すること

なく現実問題を解決できるようになりました。 

しかし、整数計画問題は基本的に線形関数を用いて現実問題を記述する必要があるため、

数理最適化の専門家ではない利用者にとって現実問題を整数計画問題に定式化すること

は決して容易な作業ではありません。 

本連載(全 6 回)では、数理最適化の専門家ではない利用者が現実問題の解決に取り組む

際に必要となる整数計画問題の定式化の手法を紹介します。 

 

整数計画問題は、線形計画問題において各変数が整数値のみを取る制約を追加した問題

です。 

線形計画問題では、線形関数のみを用いて目的関数と制約条件を表す必要があるので、

現実問題を線形計画問題に定式化することは容易ではありません。 

しかし、一見すると非線形に見える最適化問題でも変数の追加や式の変形により、線形計

画問題に変形できる場合も少なくありません。 

今回は、そのような線形計画問題の定式化の手法を紹介します。 

 

m 本の制約条件からなる以下の連立 1 次方程式を考えます。 

 

Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] = b[i], i=1,...,m.                

 

https://www.octobersky.jp/training


ここで、全ての制約条件を満たす解が存在しないときに、各制約条件の誤差をできる限り

小さくする近似解 x = (x[1],x[2],...,x[n])^T を求める問題を考えます。 

このとき、誤差の大きさを評価する関数として平均 2 乗誤差、平均誤差、最悪誤差などが考

えられます。 

 

平均誤差を最小にする近似解を求める問題は、以下の制約なし最適化問題に定式化でき

ます。 

 

minimize Σ_{i=1,...,m} |Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] - b[i]|         

 

これは，一見すると線形計画問題に見えませんが，各制約条件に対する誤差を表す変数

z[i]を導入すると以下の線形計画問題に変形できます。 

 

minimize Σ_{i=1,...,m} z[i]              

subjest to Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] - b[i] >= -z[i], i=1,...,m,      

Σ_{j=1,...,n} a[i,j] a[i,j] x[j] - b[i] <= z[i], i=1,...,m,         

z[i] >= 0, i=1,...,m.                                                       

 

この方法で回帰問題を解くことができます。 

m 組のデータ(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)が与えられたときに，x と y の関係を n 次の多項式関数 

 

y(x) = w[0] + w[1] x + w[2] x^2 + ... + w[n] x^n               

 

で近似することを考えます。                                                  

このとき，平均誤差を最小にするパラメータ w[0],...,w[n]の値を求める問題は以下の制約な

し最適化問題に定式化できます。                      

minimize 1/m Σ_{i=1,...,m} |y[i] - (w[0] + w[1] x[i] + ... + w[n] x[i]^n)|.  

ここで，各データの組(x_i,y_i)に対する誤差を表す変数 z[i]を導入すると以下の線形計画問

題に変形できます。 

                                                     

minimize Σ_{i=1,...,m} z[i]                                                   

subject to y[i] - (w[0] + w[1] x[i] + ... + w[n] x[i]^n) >= -z[i], i=1,...,m,  

y[i] - (w[0] + w[1] x[i] + ... + w[n] x[i]^n) <= z[i], i=1,...,m,              

z[i] >= 0, i=1,...,m.                                                          

 

最悪誤差を最小にする近似解を求める問題は、以下の制約なし最適化問題に定式化    



できます。 

 

minimize max_{i=1,...,m} |Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] - b[i]|   

                 

これも、一見すると線形計画問題に見えませんが、誤差の最大値を表す変数 z を導入   

すると以下の線形計画問題に変形できます。    

                                    

minimize z                                                                     

subject to Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] - b[i] >= -z, i=1,...,m,                 

Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] x[j] - b[i] <= z, i=1,...,m,                        

z >= 0.                                                                        

 

この方法で、与えられた条件の下で総額 B の予算を n 個の事業に公平に配分する問題    

も線形計画問題に定式化できます。 

事業 j の配分額を x[j]とすると、配分額の最小値を最大化する予算の配分を求める問題は

以下の最適化問題に定式化できます。 

 

maximize min_{j=1,...,n} x[j]                                                  

subject to Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] = b[i], i=1,...,m,                       

Σ_{j=1,...,n} x[j] = B,                                                       

x[j] >= 0, j=1,...,n.     

                                                      

ここで、1 番目の制約条件は与えられた条件を表します。                            

配分額の最小値を表す変数 z を導入すると以下の線形計画問題に変形できます。   

      

maximize z                                                                     

subject to Σ_{j=1,..,n} a[i,j] x[j] = b[i], i=1,...,m,                        

Σ_{j=1,...,n} x[j] = B,                                                       

x[j] >= z, j=1,...,n,                                                          

z >= 0.                                                                        

 

また、この方法で k 個の目的関数を同時に最小化する多目的最適化問題  

        

minimize Σ_{j=1,...,n} c[1,j] x[j],..., Σ_{j=1,...,n} c[k,j] x[j]            

subject to Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] >= b[i], i=1,...,m,                      

x[j] >= 0, j=1,...,n.     



も線形計画問題に変形できます。                                                 

多目的最適化問題では、ある目的関数の値を最小化すると他の目的関数の値が大き    

くなるトレードオフが生じます。 

そこで、極端に大きな値を取る目的関数が生じないようにバランス良く最小化することを考

えます。 

全ての目的関数の最大値を表す変数 z を導入すると以下の線形計画問題に変形でき     

ます。 

 

minimize z                                                                     

subject to Σ_{j=1,...,n} c[h,j] <= z, h=1,...,k,                              

Σ_{j=1,...,n} a[i,j] x[j] >= b[i], i=1,...,m,                                 

x[j] >= 0, j=1,...,n.                                                          

 

次回からは、整数計画問題の定式化の手法を紹介します。             

 

 

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

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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