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世界最高速数理最適化ソルバー



実社会において解かなければいけない問題は常に複雑で、データ量の増大に伴い益々巨大化していく傾向にあります。今日では、月単位 / 年単

位の予測ではなく、日々毎時 /毎分ごとの最適なスケジューリングが必要であり、またリソース管理はビジネスのグローバル化に伴い、全社規模、

世界規模でのコントロールが要求されます。 このように非常に困難で複雑な大規模問題を解決するには、高精度かつ高速な最高性能を保持する

数理最適化ソルバーが必要です。また、日々変化するビジネスニーズにタイムリーに追随するためには、使い易いインターフェースが必須であり、

導入が容易で柔軟なライセンス体系も不可欠です。 そして、その最適なソリューションが世界最高速を誇るGurobi Optimizer です。

世界最高速、数理最適化ソルバー

Gurobi Optimizer は、線形計画（LP）、二次計画（QP）、二次制約（QCP)、混合整数計画（MIP）[ 混合整数線形計画（MILP）、混合整数二次計

画（MIQP）、混合整数二次制約（MIQCP）] のための最先端の数理最適化ソルバーです。マルチコア プロセッサ技術が市場に出現してから開発

された唯一の数理最適化ソルバーであるGurobi Optimizer は、最新のハードウェアのアーキテクチャおよびマルチコア プロセッサ技術を徹底

的に活用するよう設計され、先進の最適化アルゴリズムにより高速に信頼性ある解を導き出します。

数理最適化の世界的なエキスパートが開発
過去 20 年間にわたる線形計画（LP）、混合整数計画（MIP）の目覚ましい高速性の改善は、以前には計算不可能であった大規模数

理最適化問題を解くことを可能にしました。Gurobi Optimization,LLC の創設者である、Robert Bixby 氏、Zonghao Gu 氏、 Ed 

Rothberg 氏の 3 人は、数理最適化分野の最前線において長年にわたり活躍を続け、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）の大家として世界に広く知られています。

Robert Bixby 氏

Chief Strategy Officer and 

Founder （CSO 兼 創始者）

ロバート ビクスビー博士は、産業エンジニアリングとオペレーションズ リサーチにおいて、カリフォ

ルニア大学およびバークレー大学より科学士 (Bachelor of Science) を取得し、さらにコーネル大学に

おいては博士号 (PhD) を取得しています。 彼は、ケンタッキー大学、ノースウエスタン大学、そして

ライス大学にて、学術的地位を確立しています。 彼は現在、ライス大学にて、コンピュータおよび応

用数学のノアハーディング名誉教授であり、かつ、ライス ジョーンズ ビジネス スクールのマネージ

メントに関する研究教授です。 ビクスビー博士は、50 をも超える定期刊行の新聞や雑誌の記事にて

紹介されており、線形計画法や整数計画プログラミングの計算手法の分野においては、著名なエキス

パートになります。 彼は、最適化プログラミングにおけるその多大な功績により、Mathematical 

Programming Society の Beale-Orchard-Hays 賞、Institute for Operations Research and 

Management Sciences（INFORMS）の INFORMS Impact 賞、オペレーションズ リサーチの分野では

著名な Frederick W. Lanchester 賞などを受賞しています。 1997 年には、彼の最適化に関する理論お

よび手法におけるその多大な貢献により、National Academy of Engineering に選ばれました。 ビク

スビー博士は、最適化ソフトウェア ビジネス分野において 20 年を超える豊富な経験を有しています。 

最新技術に基づいて設計されたソフトウェア

Gurobi Optimization は、数理最適化の世界的エキスパートにより設立されました。 

彼らの豊富な経験と知識により、マルチコア技術に代表される最先端のハードウェア性能を有効活用できる、洗練された数理最適化ソルバー、

Gurobi Optimizer が生まれました。
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豊富なインターフェース

ベンチマーク
第三者機関のベンチマークで、世界最高速を常に更新

ベンチマークでは、常に実現可能解および最適解を他のソルバーより速く見つけ出します。なぜなら、Gurobi Optimizer はレガシー コードを持たず、

最新のアルゴリズムおよびインプリメンテーションのテクニックを徹底的に活用して設計および開発されているからです。お客様は、これが事実で

あることを Gurobi Optimizer を用いて、より大きなモデル、より難しいモデルを解くことで実感できるでしょう。最近では、非常に難易度が高い混

合整数計画問題（MIP）を世界中の応用分野から集めたことで知られているベンチマーク集 MIPLIB2010（Mixed Integer Problem Library）の中の、今

までどのソルバーでも解くことができなかった 11 個のモデルにおいて、Gurobi Optimizer は立て続けに最適解の算出に成功しています。更に信頼性

はパフォーマンスと同様に重要なため、Gurobi Optimizer のすべての機能およびバージョンは、文字通り何千もの実社会の問題、公開されているベ

ンチマーク問題、お客様から提供された非常に大規模で産業に特化した難解な問題等を使用して完全なテストが行われています。

複雑なモデルでも容易に構築し、完全なアプリケーションへの移行も簡単

Gurobi Optimizer の直観的なインターフェースは、Python のオブジェクト指向 API の上に構築されています。競合製品の直観的なインターフェース

に比較して Gurobi Optimizer のインターフェースの一番大きな優位性は、モジュールを起動し試験するための容易にアクセス可能な環境だけでなく、

複雑なモデルを構築し、これらモデルを完全なアプリケーションへと容易に移行が可能な点です。Python は、外部データアクセス機能を含む構築が

すでに完了している、完全なアプリケーション開発用の広範なライブラリを提供しています。これら機能は、急速に成長している Python の大規模コ

ミュニティの一部の結果です。

Gurobi Optimizer のインターフェースは、一貫性があり直観的であるよう設計されています。お客様が 2、3 の概念を一度理解すれば、Gurobi 

Optimizer がサポートするどの言語においても、どのようにすればよいかが簡単に分かるようになります。もちろん、別のソルバーで構築したアプリ

ケーションを移行したいお客様のためにも、移行が容易に直観的に行えるよう設計されています。結果として、他の選択肢に比較し、より高速で、

メモリ使用量がより少なくなります。

複雑なモデルでも容易に構築

サポートしているプログラミングおよびモデリング言語とツール

お客様の生産性を最大化するために、Gurobi Optimizer は、さまざまなプログラ

ミング言語、モデリング言語をサポートしています。

- C++、Java、.NET、Python 向けのオブジェクト指向インターフェース

- C、MATLAB®、Rのためのマトリックス指向 Cインターフェース

- 業界標準の最適化モデリングツールおよび言語へのリンク：  AIMMS、AMPL

- Excel® へのリンク：FrontLine Solvers の Premium Solver Platform および Risk                        

Solver Platform を介して（FrontLine の製品は、弊社で販売しています。）

モデリングツールとのコラボレーション
AIMMS （エイムズ）
AIMMS は、線形計画（LP）、非線形計画（NLP）、混合整数計画（MIP）などの市場において主要な各ソルバー

に対応した、表現力豊かなグラフィカル ユーザ インターフェースを有する高性能な応用開発モデリン

グ ツールです。

AMPL （アンプル）
AMPL は、離散および連続変数における線形（LP）、非線形最適化問題（NLP）のための包括的でパワ

フルな代数モデリング言語です。 大規模な最適化問題を効率よくモデル化するための、開発者が使い易

いインターフェースを有しています。
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AIMMS はオランダ AIMMS B.V. の開発製品です。

AMPL は米国 AMPL Optimization Inc. の開発製品です。



最適化プロジェクトにおいては、コンサルティングの位置づけが成功のための重要なファクターです。お客様が抱える問題は、どのようなアプロー

チ（手法）で解決できるのか、まずは、そこから始めなくてはいけません。お客様が抱える漠然とした問題を特定するために、何がボトルネックなのか、

何を都度の制約条件とすればいいのか、また、どの要素が最終の決断に影響を及ぼすのか、何が本来のお客様の最終目的となるのか等、論理的にそ

して具体的に考えていかなくてはいけません。弊社の提供するコンサルティングではお客様といっしょになって問題解決のために、まずは問題その

ものを洗い出すことから始めます。そして、その問題を数学的手法によりモデル化していきます。モデリングには、数理最適化の知識、お客様の業

務を理解する力、モデリング ツールおよびプログラミングの知識、そして最適化エンジンを使いこなせる技量等が要求されます。これらスキルおよ

び経験豊富な弊社コンサルタントが、お客様の抱える問題をお客様の視点に立ちながら解決へと導きます。

　　◇ モデリング コンサルティング：最適化モデル構築支援

　　◇ 開発支援：最適化モデル構築後、弊社取扱い製品をベースにした

　　　　　　　　システム開発から稼働までの支援

　　◇ 最適化技術教育：最適化の基礎から応用にかけての技術教育の提供

         ◇ 製品トレーニング：弊社取扱い製品の導入教育

　　　　　　　　　　　　（各製品の無料入門トレーニング有）　                                    

本カタログに記載の事項は、予告なく変更される場合があります。
Gurobi Optimizer は、米国 Gurobi Optimization,LLC の商標です。
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。           
Gurobi Optimization, LLC のロゴマークは、Gurobi Optimization, LLC の登録商標です。                        

販売代理店

コンサルティングサービス

V.5.5 で追加された計算サーバ機能により、ユーザは、最適化アプリケーション ソフトウェア ライセンスおよび計算リソースをより効率的に使用でき、

ハイパフォーマンスな動作に支障がない最適化アプリケーションの実行環境が確保できます。最適化アプリケーションは、企業内で多くのユーザか

ら使用され、かつてないほどビジネスの成功にとっては重要な存在になってきています。そのため、数多くの複雑な要件が最適化アプリケーション

には要求されます。たとえば、多くの計算プラットフォーム上で、複数の同時アクセス ユーザが使用するという要件、厳しい動作可能時間の目標など、

ユーザの需要を吸い上げることができることが必要になるかもしれません。Gurobi Optimizer の計算サーバ機能は、最適化アプリケーションの構築

および展開をより簡単にできるよう設計されています。ジョブの実行、ジョブのキューイング、ロード バランス、フェイル オーバなどの全ての要素

を持つサーバ  ソフトウェアと、最適化計算を大きな変更なしで他の計算リソースに引き継がせるクライアント ライブラリを結合します。結果、スケー

ラブルで信頼性の高いアプリケーション実行環境の構築がより簡単に実現できます。

　　◇ 大幅変更不要なクライアント サーバ機能への統合

　　◇ 強力なジョブ キューイング機能

　　◇ 障害時の迅速なリソース変更

　　◇ 安全で効率的な通信
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総販売元
株式会社オクトーバー・スカイ

分散MIP ソルバー
V.6.0 より分散MIP ソルバーをサポートしました。MIP モデルを、異なるいくつかのマシン上でパラレルに解くことができるようになりました。単に

どのマシンを使用したいかを明記したリストをGurobi に与えるだけで、利用可能なマシンの中でGurobi が自動的に処理を分散します。

この新しい分散MIP ソルバーは、大規模MIP 問題をより高速に解く手助けとなり、既存の分散並行MIP ソルバーおよび分散チューニング ツールを高

速化します。

分散MIPソルバーは、オプションとなります。分散MIPソルバーに対応する下記ライセンスの購入とは別に、追加購入が必要です。
対応ライセンス：永久・ネームドユーザ・無制限使用・単一マシン・ ライセンス、永久・無制限ユーザ・無制限使用・単一マシン・ライセンス、永久・計算・サーバ・無制限ユーザ・無制限使用・単一マシン・
　　　　　　　　ライセンス

計算サーバ機能の概要

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
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