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非線形組み合わせ最適化 
ソフトウェア（HOPE） 
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非線形ナップザック問題 

飲み物 

果物 

お菓子 

一つ
選択 

一つ
選択 

一つ
選択 

一つ
選択 

費用，重さ，容積の制限内で，好ましさの度
合い（人工衛星の場合信頼度）を最大にする
組合せを決める 

弁当 
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// Maximizing problem 
// number of objectives, number of 
constraints, number of variables 
 1  3  10  
// number of items for variables 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
// Objective function one:  
// f_i(one),...,f_i(nA) 
0  542  759  676  330   
0  629  911  339  713   
. 
. 
0  738  410  646  135   

複数制約非線形ナップザック問題のデータ 
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// Constraint one:  
// b_j  
 9116 
// g_ji(one),..., g_ji(nA) 
0  735  5154  1396  127   
... 
0  400  345  1433  255   
 
// Constraint two:  
// b_j  
 11304 
// g_ji(one),..., g_ji(nA) 
0  504  2331  212  1387   
... 
0  963  1889  220  2346   
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何故 最適化が重要か？ 
 日本ではかつて大型計算機の時代、大手のコ
ンピュータ会社が最適化ソフトの開発を行ってい
ましたが、その後撤退しました。IBMは最適化ソ

フトの独自開発を続けてきましたが、２００１年に
は世界最高速と評価高いCPLEX（最適化ソフ
ト）を会社（ ILOG社）ごと、買収しました。「IBM
は、最適化テクノロジーで世界をリードしていま
す。 」と宣伝しています。IBMは時代を先取り？ 
 



6 

何故 最適化が重要か？ 

 IBM のビジネス・アナリティクス 
あらゆる場所において、十分な情報に基づいて
最適化された意思決定を行い、成果を向上させ、
かつリスクを制御できます。 
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何故 厳密解法が必要か？ 

○使われるデータが不正確だから近似的な
解法で十分？ 

 曖昧なデータに曖昧な解法で更に曖昧に！ 
 曖昧なデータには厳密解法が必要 
○規模が大きくなると、遺伝的アルゴリズム

等の近似解法は、誤差が大きくなる。 
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従来技術とその問題点 
 線形計画と凸非線形計画に対しては実用的な
解法が確立していますが、線形と二次計画の組
み合わせ最適化（IBM CPLEX ）、凸非線形組
み合わせ最適化（Bonmin）、非凸非線形計画
法（LindoGlobal）、および多目的組み合わせ最
適化(メタヒューリスティック)において、HOPEと
の比較では実用的に不十分あるいは大きな欠
点があることが分かっています。 
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HOPEの特徴・従来技術との比較 
• 学術面では、最も権威がある米国の学術誌に
掲載予定(Management Science誌条件付き採録)。 

• 線形と二次計画組み合わせ最適化では、約１

０年間 IBM CPLEX に勝ち続けいる。 
• 凸および非凸の非線形組み合わせ最適化で
は、他の最適化ソフトに対して卓越した性能。 

• 非凸の非線形（連続）最適化では、金融工学
や統計学の難問を解くことが可能。多目的組
み合わせ最適化では、メタヒューリスティック
の解より高品質の解が高速で求められます。 
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想定される用途 
• ビジネスアナリティクス関係 
• 資源や予算の最適配分、物流における最適
配送ルート設定、小売業における最適商圏分
析による出店計画、最適在庫量の管理、倉庫
内のロケーション管理、店舗内におけるゾー
ンニング、プラノグラム、レイバースケジューリ
ング等々。 

• その他、社会全般で必要となる意思決定支援
の道具として使うことが可能です。 
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実用化に向けた課題 

• 既に解法ソフトは実用のレベルにあるが、商
用化のためには、インターフェース部分、マ
ニュアル等の作成や保守管理に問題がある。 

• 仲川が３５年間一人で開発したもので、更に、
多くの面で改良可能。 

• 一人での開発維持管理は限界を既に超えて
います。組織的な開発維持管理が必要。 
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企業への期待 
• 共同開発に協力してくださる企業を求めます。 
• ＨＯＰＥは様々な分野で利用できる可能性
があります。 ＨＯＰＥの実用化で、様々な
企業との共同研究を希望します。 

本技術に関する知的財産権 

• HOPEは仲川が３５年かけて独自に開発し
たソフトウエアで、著作権で守られています。 
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関西大学 社会連携部 産学官連携センター 
【連絡先】  〒564-8680 大阪府吹田市山手町３－３－３５ 関西大学 学長室 社会連携グループ内 
       Ｔｅｌ：０６－６３６８－１２４５  Ｅ－Ｍａｉｌ：syakairenkei@ml.kandai.jp 

0-1 ナップザック問題での比較（Beasleyのテスト問題 60 問） 
   A: 5 制約条件 、 250 変数、全３０問 
   B: 5制約条件 、  500 変数、全３０問 

 A (sec.) B (sec.) 
HOPE Exact 5.7 260.6 

CPLEX9.5 168.4 3783.7 
168.4/5.7=  

29.5 
3783.7/260.6= 

 14.5 

 A (秒) B (秒) 
HOPE Exact 1.9 56.7 

CPLEX 12.2 52.1 833.1 

56.7/1.9=  
29.8 

833.1/52.1=  
16.0 

2011年CPLEXとの計算時間での比較 

2006年のCPLEXとの計算時間での比較 
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関西大学 社会連携部 産学官連携センター 
【連絡先】  〒564-8680 大阪府吹田市山手町３－３－３５ 関西大学 学長室 社会連携グループ内 
       Ｔｅｌ：０６－６３６８－１２４５  Ｅ－Ｍａｉｌ：syakairenkei@ml.kandai.jp 

二次の目的関数を用いた 
ナップザック問題での比較 

5 制約, 250 変数, 各変数 4 項目、全３０問 

 平均計算（秒 ） 
(quadratic) 

最少計算（秒 ） 
 (quadratic) 

HOPE Exact 3897.9 38.0 

CPLEX 12.2 > 3258.4 > 2483.8 

Bonmin > one day  
(86400 sec.)  

> one day  
(86400 sec.)  

「非線形組み合わせ最適化ソフトウェア（HOPE）の性能比較」 

ＩＢＭのＣＰＬＥＸは組み合わせ最適化問題を解く商用のソフトウ
エアとしては、世界最速として知られています。Bonmin はIBM
とカーネギーメロン大学との共同開発。 
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関西大学 社会連携部 産学官連携センター 
【連絡先】  〒564-8680 大阪府吹田市山手町３－３－３５ 関西大学 学長室 社会連携グループ内 
       Ｔｅｌ：０６－６３６８－１２４５  Ｅ－Ｍａｉｌ：syakairenkei@ml.kandai.jp 

厳密解法をベースにした近似解法Hope Near とCPLEXとの離散
値関数の ナップザック問題での比較 

５制約、２５０変数、各変数１１項目、全３６問 

 計算時間（秒） 平均 
（目的関数値） 誤差 

CPLEXにとって HOPE Near 221.8  （159195.5）  0.0 
難しい問題１１問 CPLEX 12.2 24123.1  （159195.5）  0.0 
CPLEXで厳密に HOPE Near 279.9   （187487.3）  0.7  

解けない問題１５問 CPLEX 12.2 47418.4  （187487.3）   1.5 

その他、非凸の連続または離散最適化に関しては、HOPEをもとにした
最適化法（ＣｕｂｅＷａｌｋ）で従来の解法では解くことが困難であった金融
工学の最適化問題を厳密に解くことに成功しています（電子情報通信
学会論文誌に掲載）。また、離散の多目的最適化に関しても、 HOPEを
もとにした最適化法（ＨｏｐｅＭｕｌｔｉＯｂｊｅｃｔｉｖｅ）は比類のない高性能を発
揮しています(European Journal of Operational Research誌に掲載)。 
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関西大学 社会連携部 産学官連携センター 
【連絡先】  〒564-8680 大阪府吹田市山手町３－３－３５ 関西大学 学長室 社会連携グループ内 
       Ｔｅｌ：０６－６３６８－１２４５  Ｅ－Ｍａｉｌ：syakairenkei@ml.kandai.jp 

「非線形組み合わせ最適化ソフトウェア（HOPE）の性能比較」 

多目的最適化（世界の主要なソフトとの比較） 
 

問題規模（変数の数） 

計
算
時
間 HOPE 
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お問い合わせ先 

関西大学 社会連携部 産学官連携センター 

産学官連携コーディネーター 

  松井 由樹 

ＴＥＬ ： 06-6368-1245  ＦＡＸ ： 06-6368-1247 

e-mail ： syakairenkei@ml.kandai.jp 
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