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応用開発モデリングツール



AIMMS の提供する機能
■表現力豊かなグラフィカル ユーザ インターフェースの提供 ： 高度で対話型のGUI オブジェクト

    （ガントチャート、ピボット テーブル、ネットワーク オブジェクト等）

■容易な操作性：Point & Click / Drag & Drop

■複数開発者による開発のサポート：モデルを複数名で開発可能、モデルの共有が容易に可能

■様々な数理計画手法に対応： 商用からオープン ソースまで、広範囲な数理最適化ソルバー（LP、MIP、NLP 等）に対応

■外部データとの接続： ODBC、Excel インターフェース、OLE DB、XML、テキスト ファイル

■GIS との接続

■AIMMS SDK (API)：Java、C# または Cインターフェースを通じ、AIMMS で開発した最適化モデルとの統合を支援するソフトウェア開発環境

■スムーズなモデル開発を支援するモデル デバッグ ツール

エンタープライズ運用を実現する AIMMS PRO
AIMMS PRO は、企業内の AIMMS をベースに開発された全ての最適化アプリケーションを企業内イントラネット上で効率的に管理ができるエ

ンタープライズ用のソリューション プラットフォームを提供します。AIMMS PRO により企業は、最適化アプリケーションの素早い展開が可能

になり、情報システム部が企業内に展開されている全ての最適化アプリケーションのメンテナンスを容易に実現できるようになります。実運

用開始前のプロトタイプにおける運用テストも、限られたグループ、限られたスタッフ内で実施可能で、かつ、アプリケーションの社内展開

も段階的に行うことが可能です。

AIMMS PROのWebポータルは、最適化アプリケーションのためのコントロール センターを提供します。Webポータル上で、各最適化アプリケー

ションのユーザ アクセス権制御の設定管理および最適化アプリケーションの使用状況などもモニタリングでき、また、いままでは、何日、何

週間もかかっていた AIMMS で作られたモデルの更新や、AIMMS の新しくリリースされたバージョンへの適用なども、わずか数分で対応が可

能になります。

世界のどの地域においても様々な産業における意思決定は、膨張するデータ、厳しい規制、そして更なる効率性追求のため、益々複雑化してき

ています。全てのビジネスは、固有のビジネスオペレーションを伴った意思決定が必要で、迅速な意思決定を支援する特別なソリューションが

必要とされています。AIMMSはすべての産業を通じ、お客様に最終収益および競合に対する優位点をもたらす、カスタマイズされたソリューショ

ンの構築を可能にするテクノロジー プラットフォームを提供します。

AIMMS により最適化計画を詳細にわたり構築ができるため、現在だけでなく将来にわたり柔軟で即対応が可能な、固有のビジネス ニーズを満

たすソリューションをお客様は手に入れることができます。

AIMMS は、製造、物流、エネルギー、化学、石油・ガス、製造、食品、製薬、医療、小売、行政などの様々な分野で幅広く採用されています。とくに、

サプライ チェーン マネジメント（SCM）、物流、生産計画、生産スケジューリング、スマートグリッド、人員スケジューリング分野において

AIMMS は、非常に適した分野であることが証明されていると言っても過言ではありません。

AIMMS



最適化ソルバーとのタイトなコラボレーション
Gurobi Optimizer （グロービ オプティマイザー）
Gurobi Optimizer は、線形計画（LP）、混合整数計画（MIP）、二次計画（QP）、混合整数二次計画（MIQP）、

二次制約（QCP）および混合整数二次計画（MQCP）に対応した最先端のアルゴリズムを内蔵した、世

界最高速を誇る数理最適化ソルバーです。

KNITRO（ナイトロ）、CONOPT（コノオプト）、SNOPT（エスエヌオプト）、MINOS（ミノス）
AIMMS は、様々な非線形ソルバーにも対応しています。

GUI 開発

モデル構築

ソルバー

AIMMS 各ツール

ページマネージャ

テンプレートマネージャ

メニュービルダー

モデルエクスプローラー

構成要素セレクター

データマネージャー

データマネジメント設定

KNITRO、CONOPT

SNOPT、MINOS 他

AIMMS 製品概要

外部DLL

Fortran/C/C++

AIMMS API/

COMオブジェクト

Webサービス

データベース

ODBC/OLE DB

XML/EXCEL

メリット
■迅速な最適化モデリング、最適化アプリケーション構築を実現

■実運用にも展開可能なプロトタイプを短期間で開発可能

■複数名によるモデル開発を支援

■複数名によるモデルの共有

■一般的なプログラミング言語の知識が不要

■分かり易いグラフィカル ユーザ インターフェース (GUI) の迅速な開発を実現

AIMMS の多機能統合型開発環境
（Integrated Development Environment: IDE）

AIMMSのモデリングシステム IDE は、最適化のエキスパートのためにカスタマイズされた、最適化技術を基盤とするソリューションを提供します。

IDE はソフトウェアであり、モデル構築、データ モデリングおよびグラフィカル ユーザ インターフェース（GUI）構築のためのユニークな設計ツー

ルを通じて、ベストな最適化モデリングを実現します。AIMMS で作成されたGUI は容易に統合が可能で柔軟なため、ビジネスユーザは最適化アプ

リケーションの開発中からプロジェクトに参加が可能であり、それらGUI を通じて様々な出力も確認ができます。これにより開発は大幅にスピー

ドアップし、開発されたソリューションの成功が約束されます。統合型データ モデリング機能により、情報システム部および実際のエンドユーザ

部門は、モデルにデータを追加したり、分析したりしながら、緊密な協業が可能になります。AIMMS の構文は、一般的なプログラミング言語と比

較してプログラミング構成を考える必要がないため、容易な開発を支援します。IDE との組み合わせおよび学び易い AIMMS の構文によりユーザは、

完璧なソリューションを短期間に構築が可能になります。
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Tel：042-319-1885  Fax：042-319-1886

総販売元
株式会社オクトーバー・スカイ

AIMMSはオランダ王国 AIMMS B.V. の開発製品です。
上記のお客様会社名のロゴは各社の登録商標です。
株式会社オクトーバー・スカイのロゴは株式会社オクトーバー・スカイの登録商標です。

AIMMS のお客様

石油・ガス分野
BP

「私たちは、 ここ BP Petrochemicals 内で AIMMS を、主に石油化学ビジネスにおける生産計画、サプライチェーン最適化、そして短期間のスケ

ジューリングのために使っています。また、石油精製のいくつかにおけるオペレーションの問題にも適用しています。一般的な言語より

AIMMS は、とても使い易いということが（経験から）分かっています。私たちのここにいるスタッフは、主には化学エンジニアであり、プロ

のソフトウェアの開発者ではありません。私はその中から若いエンジニアを選び、彼に AIMMS のトレーニングをし、彼が AIMMS を使って 3

から 4ヶ月以内でエンドユーザへモデルを展開するための実際的なグラフィカル ユーザ インターフェースの構築を含む、商用金利の問題をモ

デル化して解くことができるということがわかりました。これは、C++ や Java のような一般的な言語を使用すれば、もっと多くの時間がかか

るでしょう。私たちは、一般的な言語で開発するということを真剣には考えません。もし、C++または Java を使い、AIMMS で作ったプロジェ

クト（AIMMSで作った最適化の問題のこと）を複製しようとすれば、少なくとも3倍の労力がかかると見積もれます。もちろんこの見積もりには、

C++や Java の経験がない私たちのエンジニアに必要とされる初期トレーニングは含まれていません。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BP Petrochemicals　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aromatics Business Optimization Advisor

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Norman F. Jerome 博士

化学分野
Dow Chemical

「私たちは、AIMMS が大規模で複雑な問題のための最適化プログラム開発における強固な環境を提供するということを、（経験を通じ）分かり

ました。特に考慮すべき多くの選択肢がある場合、AIMMS の数理最適化プログラミングとインタフェース（GUI）の緊密な連係が、開発時間

の大規模な短縮を実現し、かなりの柔軟性と便利さを提供してくれます。 例えば、多種多様な特性を持つお客様の場合、インターフェース

（GUI）を容易に作成できるので、お客様のサブセット（たとえば工場の集まり）を対話的に選択して、そのシナリオを即座に実行することが

できます。プログラマーが AIMMS を使ってのプログラミングを一度覚えてしまえば、このインターフェース（GUI）により数分で開発ができ

るようになります。AIMMS が提供する開発環境の多くの生産性を高める機能は、効率の良いプログラムとソリューションへと導きます。

AIMMS のような素晴らしい柔軟性があるツールを持っていますので、私たちは、スクラッチからコードを開発するということが合理的である

と思えません。」
                                                                                                                                                                                          The Dow Chemical Company

                                                                                                                                                                                          Principal Research Scientist

                                                                                                                                                                                          Scott J. Bury 博士

エネルギー分野
Viridity Energy

「AIMMS の技術は、Viridity Energy のユニークなソフトウェア、VPower™の戦略的コンポーネントです。VPower™は、大規模エネルギーユーザー

の既存のオペレーションの中で、彼らの総合的なエネルギー消費量を減らすための最適な需要管理戦略を提供します。AIMMS は、Viridity 

Energy の最適化プロセスの重要なコンポーネントである線形および非線形の計算エンジンとのスムーズな連携を提供します。AIMMS からの支

援により VPower™は、我々のお客様に持続可能性をスマートな経済的な選択へと変えながら、お客様のオペレーションとカスタマイズされた

意思決定支援ツールを提供できます。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        Viridity Energy　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   共同創業者兼 CEO兼社長 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Audrey Zibelman 氏

本カタログの記載内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社フォーカスシステムズ
    サイバーフォレンジックセンター

     〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-4-1
                                         ハニー五反田第２ビル ３階
      TEL：050-3503-3418　FAX：03-6682-4802
      E-Mail： prom@focus-s.com


