Xpress Optimization Showcase
最適化の力を活用して競争優位性を構築
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FICO™ Xpress Optimization Suite
意思決定管理ツール
FICO™ Xpress Optimization
Suiteは、複雑な現実世界の難題
を解決する最適化アプリケーシ
ョンの開発と展開を支援するこ
とができる最良のツールを備え
た世界で主要な数学モデリング
および最適化ソフトウェアの一
式です。

IVEの開発環境

Xpress Optimization Suiteは、企業
がより大きな問題を解決し、アプリ
ケーションを素早く設計し、実質的
にいかなるビジネスシナリオのもと
で優れた意思決定を行うことを支援
します。

Xpress 7のIVE開発環境への改良は、ユーザが最適化アプリケーションを以前より速く構築し、
かつそれらのビジネスが働く方法と一致するようそれらを設計するのを助けます。

F

ICO™ Xpress Optimization Suiteは、オペレ
ーションズリサーチの専門家、アナリス
トそしてコンサルタントが幅広い業界の問
題に対し、素早く数学的に最良の解答を見
つけることを可能にします。
FICO™ Xpress Optimization Suiteは、線形、整
数、2次方程式および非線形の問題を解決
するために使用される数学的モデリングお
よび最適化ツールの一式です。FICO™ Xpress
Optimization Suiteにはツールを2セット含ん
でいます：モデル構築と開発ツール、そして
ソルバーエンジンです。

»» モデル構築と開発ツール
Xpress-Moselは、簡単に学べてXpressソルバ
ーエンジンとやり取りを行う強固な方法と
なるべく設計された代数モデリングと手続
きプログラミング言語です。それは、ユーザ
が１つもしくはいくつかのXpressのソルバー
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エンジンを使用して問題を公式化し、問題
解決を行い、ソリューションを分析すること
ができる、完全に機能的にコンパイルされ
たプログラミング言語です。Xpress-Mosel は
今、ネットワーク上のマルチコアおよびコン
ピュータを容易に動作させるための並行お
よび分散モデリングそして最適化へのサポ
ートを特徴としています。また、より高度な
ソリューションアルゴリズムを簡単に実行で
きるよう１つのモデルファイル内の複数の問
題も特徴としています。
Windowsを使用したXpress-Mosel用ビジュア
ル開発スタジオのIVE内でXpress-Moselモデ
ルを開発することができます。IVEは、Mosel
プログラム、コンパイラー、実行環境、デ
バッガーおよびプロファイラーを組み込ん
でいるXpress-Mosel用の完全なビジュアル
な開発環境です。それは開発および展開ウ
ィザード、解決および結果の視覚化そして
XAD GUIインターフェース用の完全なドラッ

グ・アンド・ドロップエディタを特徴としてい
ます。IVEとXADがあれば、問題の数学的表
現からグラフィカルなユーザインターフェー
スの開発まで、開発者は完全な最適化アプ
リケーション開発のためのツールを得たこ
とになります。この完全なツールセットは、
クライアントの問題に対するより優れた知
見を得るための視覚化ツールを活用し、よ
りスピーディなプロトタイプ作りと展開を提
供します。

»» ソルバーエンジン
Xpress-Optimizerは、クライアントが最も困難
なビジネス上の問題を解決することを可能
にする最適化アルゴリズムを特徴としてい
ます。それは、線形（LP）問題、混合整数プロ
グラミング（MIP)問題、二次方程式プログラ
ミング（QP)問題、混合整数二次方程式プロ
グラミング（MIQP)問題、二次制約二次方程
式プログラミング（QCQP)および混合整数二
次制約二次方程式プログラミング（MIQCQP)

問題を解決します。Xpress-Optimizerは、クラ
イアントの最も困難な問題を解決する複数
CPUコアを活用し、購入後すぐに使用できる
マルチスレッドの並行処理を提供していま
す。Xpress-Optimizerには、問題構築、解決お
よび分析、そしてC、C++、VB、.NETおよびJava
でのAPIサポートするオブジェクト指向のAPIで
あるBuilder Component Library (BCL)が含まれ
ています。
Xpress-SLPは、非線形プログラミング（NLP)
問題および混合整数非線形プログラミング
（MINLP)問題用のソルバーです。それは加
工業界で使用されたテクニックから開発さ
れた連続した線形近似式を使い、多くの変
数がある大規模な問題を解くことが可能で
す。
Xpress-Kalisは、ArtelysによってKalisソルバー
に基づいた制約プログラミングソフトウェア
です。 それは、例えばスケジューリングや計
画の問題においてよく発生する不連続な組
み合わせの問題に特化しています。

»» Xpressの競争上の優位性
FICOは、Xpress Optimization Suiteを先端の
最適化テクノロジーとして維持するものとし
て大きく投資しており、扱いやすく、高品質
のサポートを提供することに取り組んでい
ます。FICOのXpress Optimization Suiteがあれ
ば、以下のことを期待することができます：
• 頑強、信頼性が高く、そして競合他社のソ
リューションよりも高速な最先端の最適
化エンジン
• 極めて大規模な問題（完全な64ビット機
能）解決の機能や分散化モデリングおよ
び最適化のサポートを含め、大規模の最

適化用の特別な機能
• 高速プロトタイプ作りおよび展開用のモ
デルとのシームレスに統合するGUI作成
用の直感的なドラッグ・アンド・ドロップ
エディタを現在特徴とする、数学モデル
開発用の最初のビジュアルな開発環境で
あるIVE
• N-ベストソリューションに対するサポート
を現在含み、簡単に習得でき、強力なモ
デリングおよびプログラミング言語であ
るXpress-Mosel
• 御社が抱える最難易度最適化問題の全
てを解決することに取り組んでいるパー
トナー

»» FICOとXpress Suite
Xpress Optimization Suiteは、FICO Custom
Decision Optimizationのソフトウェアのコン
ポーネントであるFICO Decision Optimizer
に組み込まれています。Custom Decision
Optimizationは、与信限度額管理、価格設定
および市場でのオファーの最適化などの分
野における当社のフィナンシャルサービスク
ライアントに対して精密なデータに導かれ
た方法論と共にDecision Optimizerを使用し
ます。このような複雑な意思決定の戦略は、
（様々な部門の競合する目標を含め）複数
のビジネス上の目標および幅広い不確実性
の原因となる資源の制約を調整しつつ、どの
ような数の予測モデルでも組み込むことが
可能となります。
FICOは、Xpress Optimization Suiteからできる
だけ最大のパフォーマンスを得ることがで
きるよう、クライアントやパートナーとの密
接な協力関係で業務を行います。その一式
は、最先端の最適化を幅広いクライアント

やアプリケーションにアクセスできるようす
るコンポーネントとして、多くのソフトウェア
製品やソリューションに組み込まれていま
す。製品やアプリケーション、優れたクライ
アントサポートとスピーディなトラック製品
開発における専門性を通して、FICOは引き続
き、最先端のXpress Optimization Suiteを維持
しています。

»» FICOについて
FICOは、ビジネス上のよりスマートな意思決
定を支援するために信頼される助言、世界
クラスの分析力、そして革新的なアプリケー
ションで総合力を生み出します。意思決定
に対する当社のソリューションおよび技術
は企業に多くの意思決定を自動化し、意思
決定の質の向上を図り、ビジネス全体にわた
る意思決定を結びつけます。
80カ国のクライアントが、顧客の忠誠心や
収益性を増やし、詐欺行為による損失を削
減し、信用リスクを管理し、定期的かつ競合
する需要を満たし、そして素早く市場のシェ
アを構築するために、FICOと共同で業務を
行っています。50年以上にわたり、我々は何
千ものクライアントのリスク管理や分析手
法と意思決定技術を通して、ビジネスの加
速的成長を支援してきました。当社の革新
的なアプリケーションは、ビジネスにおいて
よりスマートな意思決定を行うために、分析
手法、最適化、ビジネスルール管理、そして
その他の技術を統合します。
詳細情報およびFICO™ Xpress
Optimization Suiteの評価版の依頼につき
ましては、www.fico.com へアクセスしてく
ださい。
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アメリカン航空で最適化が急上昇
サクセスストーリー：最適化
クライアント

年間およそ1億人の乗客にサービスを提供するアメリカン航空

チャレンジ

 争の激しい低マージンの業界かつ困難な経済環境において売上
競
増加とコスト削減

ソリューション 	FICOTM Xpress Optimization Suite
結果

“二つの座席が売れるかどう
かの違いは、フライトで収益
を挙げるか、損失を出すかの
違いになり得ます。”
—Armando Silva 氏 ,
アメリカン航空オペレーションズ
リサーチ担当マネージングディレ
クター

 上増加、コスト削減そして顧客サービス向上につながる最適化プ
売
ロセス

普通の搭乗者にとって良いフライトというの
は、A地点からB地点まで無事に時間通りに
到着できることを意味します。しかし、アメリ
カン航空やアメリカンイーグルの舞台裏で働
く人にとって成功は、フライトの予定作成、
乗り継ぎの調整、悪天候での作業、1日約
4,000フライトの乗務員確保など、長くて複雑
な要因に依存します。
景気停滞を加え、満足できる航空会社の運
営は、至難の業であることが明確になって
います。
「今の経済的な環境および特に利幅が非常
に小さい航空業界では、売上の最大化とコ
スト削減を行うことは重要です。」とアメリカ
ン航空オペレーションズリサーチ担当マネー
ジングディレクターのArmando Silva氏は述べ
ています。
「当社の歴史において、とりわけ今
日の厳しい不況時には、これは我々が直面
するチャレンジです。どのようにしてさらに一
歩踏み出すことができるのか。業務プロセス
の改善を続け、費用対効果が高く、効率的
かつ安全な業務運営をどのように行えるでし
ょうか。」
同社は毎年1億人の乗客に満足のいく経験を
提供しようと取り組んでおり、そのチャレン
ジ全体の規模は想像を絶するものであるこ
とを考えてみてください。アメリカン航空は、
最高のレベルの安全性を維持し、高品質の
サービスを乗客に提供しつつ継続してコスト
の最小化と売上の最大化を行うことができ
ように業務の最適化に取り組んでいます。同
社は長年にわたり最適化ツールでこれらの
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目標に取り組んできましたが、オペレーショ
ンズリサーチチームはその上の目標を目指し
たいと考えていました。

»» 最適化はビジネス上の極めて
重要な難問に挑戦

航空業界は熾烈な競合にさらされていま
す。 この10年から20年の間に新規参入した
航空会社は、アメリカン航空などの従来企
業よりも大幅に低いコストで運営していま
す。燃料価格は、予測できないほど急騰し、
各フライトで利益をあげることを困難にしま
す。そうした極めて薄い利幅である為、アメ
リカン航空は、全ての業務に効率性を構築
する必要があります。
「二つの座席が売れるかどうかの違いは、フ
ライトで収益を挙げるか、損失を出すかの違
いになり得ます。」とSilva氏は述べています。
「当社同様に複雑かつ大規模なチャレンジ
を伴うビジネスにおいては、最適化に頼らざ
るを得ません。」そして、Silva氏が述べる最
適化とは、
「手作業や単純なツールで行うこ
とはできないものです。」
アメリカン航空は、FICO™ Xpress Optimization
Suiteを活用し始めました。Xpressは、大規模
なチャレンジを解決しようとする企業を支
援すべく設計されており、アメリカン航空に
とって、これは重要な資源の配分、資産管理
およびスケジュール決定を含んでいます。そ
の技術には、ユーザが自らの最適化モデル
を開発できる先端的ツール一式が含まれて
います。

FICOの支援を得て、アメリカン航空はXpress
の大規模なテストおよび検証プロセスを実
行しました。結果は素晴らしいものであり、
実行時間も迅速なものでした。
「それは、命運を分ける結果でした。」と
Silva氏はXpressの優れた実行時間について
語っています。
「実行するのに25時間もか
かるプログラムはそれほど便利ではありま
せん。」これらの結果に基づき、アメリカン
航空は、テキサス州フォートワースの本社で
Xpressの採用を決定しました。

»» 革新的な方法とスピードで問
題解決
今日Xpressは、長期的な計画から、直近の
乗客の経路変更などアメリカン航空の運
営決定の多くの重要な部分に関わってい
ます。

最初に、アメリカン航空のオペレーションズ
リサーチチームは、業務部門と連携して解
決しようとしているビジネスの課題への回
答を作ります。次に、オペレーションズリサ
ーチおよび意思決定サポートグループは、
問題解決の方法のためのアルゴリズム、プ
ロセスおよび方法論を開発します。Xpress
は、実現しうる最良の解決策（オプション
は実質的に無数あり、比較することが困難
である場合の極めて重要な能力）を絞り込
み、選択することにより、彼らが実行出来
るよう支援します。そして、彼らはITサービ
スの他のグループと協力し、日次あるいは
週次（どのような頻度であっても）を基本
にXpressベースのシステムを開発し、実行し
ます。
最適化の技術は広くアメリカン航空で活用
されています。例えば、顧客がAA.comにア
クセスし、チケットを買う時、売上管理グル
ープは、残座席の価格や提供可能性を決定
するために再度最適化をしなければなりま
せん。吹雪がシカゴを襲った時、システムオ
ペレーションズコントロール、予約および売
上管理グループは、いかにして、どこに、い

つ運休の影響を受けた顧客をリルートする
かを決定するために改めて最適化しなけれ
ばなりません。アメリカン航空がサービスを
提供するダラス、シカゴまたは他の都市で
航空機の保守部品が待機している時、保守
およびエンジニアリング、そしてシステムオ
ペレーションズコントロールグループは、予
定された保守を行う都市へ飛行機を飛ば
せるよう改めて最適化しなければなりませ
ん。こうした機能の多くは今、Xpressを使っ
て必要な最適化を実行するアプリケーショ
ンに依存しています。
Xpressはビジネス上の意思決定を改善し、
より生産性の高いシステムを構築する最適
化の導入と適用を行うチームの能力を拡大
したとSilva氏は述べています。
「私のチームは、この種のツールへ多くアク
セスしているので、生産性がより高くなって
います。」とSilva氏は述べています。
「彼ら
が問題解決に使用できるものによって制約
が少なくなっています。我々がFICOと契約を
締結した時、間違いなくそれは私のグルー
プにとって正解でした。」
アメリカン航空では、例えば、オペレーショ
ンズコントロール、スケジュール作成、保守
そしてエンジニアリングなど多くのグループ
が、Xpressが動かすアプリケーションの恩恵
を受けています。これらのグループはXpress
の恩恵を受けており、Xpressアプリケーショ
ンが生成するデータに基づいた重要なビジ
ネス上の意思決定を行っています。これら
の意思決定は、最終的には顧客に影響を与
え、改善された顧客サービスは、意思決定
管理ツールの貴重な結果となります。

»» 全社的に最適化が普及

アメリカン航空がXpress Optimization Suite
を選択した時、その決定要因は、エンタープ
ライズライセンス契約を締結できることで
した。これは、オペレーションズリサーチチ
ームが企業全体に関わる多くの難題に直面
した際に最適化を配備することができるこ
とを意味します。

「コストは、我々が活用できる最適化アプ
リケーションの数を制限していました。」と
Silva氏は述べています。
「今では、Xpressの
エンタープライズライセンスで、我々は最適
化エンジンの活用を他の分野に拡大してい
ます。我々はこれらのツールの活用を監視
する心配はありません。コスト節約を行い、
我々は必要な場所でこの技術を自由に活用
することができます。」
将来に向けてSilva氏と彼のチームは、事業
がよりスムーズに運営でき、何百万人もの顧
客により良いサービスを提供し、最終的に
は企業の売上と収益の最大化を図ることが
できる方法を見つけるべく、引き続き同社を
調査していきます。
「FICOとのXpress Optimization Suiteの契約
は、我々にとって、より多くのことを実行さ
せてくれるものになりました。将来に向け
て、我々は引き続きどこでそれを活用できる
のかを検討しています。我々は、まだなすべ
きことが多くあることを認識しています。」
」とSilva氏は述べています。

「例えば、運休があったとき、乗客が目的
地に到着できるよう、より良い仕事をするこ
とができます。」とSilva氏は述べています。
「それは明らかに顧客サービスの改善
です。」

© 2011 Fair Isaac Corporation. All rights reserved.
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HoneywellはFICO Xpress Optimization Suiteで
クライアントに多額の利益を提供
サクセスストーリー：最適化
クライアント

Honeywell Process Solution、HoneywellInternationalの１部門

チャレンジ

 ンドユーザに対して透明性を確保している世界クラスの最適化
エ
ソフトウェアを保有するパートナー企業の探索

ソリューション 	FICO™ Xpress Optimization Suite
結果

“我々はただFICOのテクノロ
ジーを組み込むという素晴
らしい経験をするだけであ
った。Xpressを組み込むこと
はこれまで夢であり、我々に
は全く問題がありませんでし
た。”
—Jeff Kelly 氏
ソリューション構築担当
Honeywell Process Solutions

 新をコミットしているパートナー企業；メーカーに対して数百万
革
ドルの影響を持ち得る改善されたスケジューリングの意思決定
最適化ソフトウェアソリューション

ガソリンが車に注入されるずっと前に、それ
は高度に編成された生産プロセスを通して
流れてきます。製油所がこの工程を費用的に
効率よく管理するには、各要素は注意深く調
整されなければなりません。
成功への鍵の１つは、生産スケジュールです。
しかも、多くの精油所と連続処理を行う業種
のその他の企業（原油やガス探査および処
理、石油化学、鉱業、鉱物や金属）にとって、
生産スケジュールは驚くほどローテクな手
法、つまり、スプレッドシートを使用して手作
業で働く人間によって作成されています。
「私は、しばしば多くの企業が取る生産スケ
ジュールへの基本的なアプローチに驚くこと
があります。」とHoneywell Ｉnternationalの
１部門であるHoneywell Process Solutionの
ソリューション構築担当Jeff Kelly氏は述べま
す。
「手作業のスケジューリングでも作業は
できますが、最適化ソフトウェアに比べると、
それは遅く非効率でエラーを引き起こしやす
いのです。」
連続処理の業界では比較的新しい技術であ
る最適化ソフトウェアは、より優れた生産ス
ケジュールを生成し、連続処理業界の企業
が劇的に生産の効率性と品質を向上させる
ことができます。人間の脳の分析能力の限界
に制限される手作業のスケジューリングと異
なり、最適化ソフトウェアは何千ものスケジ
ューリングのシナリオの中から最善のスケジ
ュールソリューションを判断するために何百
もの変数を素早く分析する数学的アルゴリズ
ムを活用します。
「簡単にいえば、当社の顧
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客は自動化され反復可能な方法でより優れ
たスケジューリングの判断を行うという難題
を当社に持ち込みます。」

»» FICOテクノロジーパートナーシ
ップ成功への鍵
Kelly氏は、Honeywell Process Solution雇用時
に、彼が任された仕事は、同社が連続処理を
行う業界の見込客に販売するソフトウェアソ
リューションであるProduction Schedulerを構
築することでした。
Kelly氏の戦略は、ソリューションを企業内部
で構築するというより、別格の最適化テクノ
ロジーを有するテクノロジーパートナーを見
つけることでした。意思決定管理および最
適化ソフトウェアにおけるパイオニアかつ業
界のリーダーであるFICOにそれを見出したの
です。
「独自の最適化ベースのソリューションを構
築しても、我々が必要とする世界クラスのパ
フォーマンスを与えてくれるものにはならな
かったでしょう。」Kelly氏は述べました。
「そ
の代わり、あなたの為に考える作業を行い、
複雑な意思決定に対し優れたソリューション
を見つける全てのアルゴリズムと計算パフォ
ーマンスを提供する強力な最適化テクノロジ
ーであるFICO Xpress Optimization Suiteを我々
は選択しました。」
Honeywellは連続処理業界で世界的に
Production Schedulerを30本以上販売しまし
た。
「Xpress無くしてProduction Schedulerを構

築することは不可能であり、Xpress無くして
得られる売上を得ることは無かったであろ
うと考えます。」とKelly氏はコメントしてい
ます。

»» より素早く優れたビジネス上
の意思決定を実行可能にする最
適化ソフトウェア
強力な最適化ソフトウェアを活用した
Production Schedulerは、業界規模のロジス
ティックス問題を解決し、企業が製造業の
効率化と品質において定量的改善を達成
することを支援します。
複雑な製造工程をモデリングし、何百も
の製造上の制約を考慮し、そして最善の
考えうるスケジューリングソリューショ
ンを判断することにより、これを行いま
す。Production Schedulerの最適化ソフトウ
ェアは、手作業のスケジューリングアプロー
チでは獲得することができない意思決定ス
ピードと市場機会を獲得するための正確性
を与えてくれます。そのソリューションは、ス
ケジューリングおよびブレンディングの各活
動の全範囲を扱うよう設計されており、以
下のものを含みます。
•

原油の海洋およびパイプラインのスケジ
ューリング

•

製油所の原油スケジューリング

•

原油混合の最適化

• 処理ユニットのスケジューリング
• スケジューリングと最適化の混合
• ターミナルへの商品流通
スケジューリング最適化の経済的影響は重
要です。例えば、典型的な精油に対する原
油混合において、 在庫および生産量スケ
ジュールを改善する能力は、1日に1バレル当
たり0.078ドルの利益をもたらします。8セン
トは1日当たりの原油1バレルに対して財務
上は小さな影響のように思えますが、10万
バレルに対する需要に基づく生産スケジュ
ール化の最終的な影響は2.85万ドルの年間
収益増に相当します。

「Xpress Optimization Suiteは素早く大規模
かつ複雑な問題のモデル化を行うことがで
きるのでProduction Schedulerユーザは、よ
り正確なビジネス上の意思決定を行い、プ
ラントや市場において発生していることに
対して頻繁に更新することができます。」と
Kelly氏は述べています。企業は最新の情報
を計画に織り込むことができるため、リスク
と不確実性が減少します。
「自動化および
最適化された意思決定があれば、競合企
業よりも素早く市場の状況に対応すること
ができ、他の誰よりも早く市場機会を獲得
することができます。」

»» 使いやすい強力なテクノロジ
ー
Xpressの最適化ソフトウェアの能力にもか
かわらず、それは驚くほど使いやすい製品で
す。化学エンジニアであるKelly氏は正式な
コンピュータプログラミングのトレーニング
を受けていません。しかし、彼はHoneywell
の顧客が生産問題解決に活用する最適化
モデルの構築に何ら困難を感じることはあ
りませんでした。
「Xpressはほとんど、もしくは全くコンピュ
ータプログラミングの経験が無い人にとっ
てさえ、非常に使いやすいものです。」と
Kelly氏は述べています。
「スケジュールソリ
ューションを作成するソフトウェアソルバー
とうまく統合する全ての種類の問題のため
のモデルを構築するのは簡単です。」
FICO™ Xpress Optimization Suiteを組み込む
Honeywellの決定についてコメントし、Kelly
氏は非常にポジティブな点を語っています。
「我々はただFICOのテクノロジーを組み込
むという素晴らしい経験をするだけであっ
た。Xpressを組み込むことはこれまで夢で
あり、我々には全く問題がありませんでし
た。」

»» 戦略的資産としての最適化ソ
フトウェア
Honeywellの顧客がProduction Schedulerで
いかに素早くかつ正確に問題を解決するこ
とができということを直に見て、Kelly氏は、
最適化テクノロジーを全ての連続処理を行
う製造企業が活用すべき戦略的資産として
捉えています。アジアやインドの多くの企業
が最適化ソフトウェアなどの新技術を積極
的に取り入れようとしているので、これは特
に北米企業に当てはまります。
「我々が当
社のクライアントに対して行っていること
は、もしあなたが手作業で全ての意思決定
を行い業務ラインを定めている場合、我々
は、自動化されたスケジューリング最適化
により、業務ラインをより競争優位にし、よ
り収益性を高くしてその業務ラインを活用
します。」
Kelly氏は、モデル構築の時間と努力が実際
のパフォーマンスをもたらすかどうか疑問
に思い、最適化ソフトウェアをリスクとして
見ている企業があることに注目しています。
「この最適化は十分に高速で行えるもので
すかと尋ねる人もいます。私は、モデル構築
に多くの時間と資源を割いて、それを実行さ
せないということになるのだろうか。さて、
そういうことにはもはやなりません。Xpress
は当社のクライアントに対して大規模かつ
極めて重要な最適化の難題に対して機能
することを実証しました。」Kelly氏は、FICO
Xpress Optimization Suiteの活用に何らリス
クはないと認識しています。
「Production
SchedulerかXpress Optimization Suiteを単独
で使用する企業は、製造生産の処理能力と
品質を向上させることに疑問の余地は一切
ありません。」
Kelly氏は、FICOの技術革新への取り組みに
も満足しています。
「FICOがXpressへ追加し
た革新性は素晴らしいものでした。同社は
引き続き、我々がメリットを得られる新機能
と強化を加えています。」

© 2011 Fair Isaac Corporation. All rights reserved.
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プライムタイム：NFLは試合スケジュールを最
適化
サクセスストーリー：最適化
クライアント

全米プロフットボールリーグ（NFL)

チャレンジ

 レビ視聴率を最大化し、チームとそのファンの為の試合スケジュ
テ
ールを作成

ソリューション 	FICOTM Xpress Optimization Suite
結果 	
NFLはスタジアムの利用可能性の課題に対応し、遠征の競争的影響
を最小限にし、最大の試合をファンが観戦できるようにテレビスケ
ジュールを提供できます。

»» チャレンジ

“我々は、5年前には解決でき
るとは夢にも思わなかったよ
うな問題を解決することがで
きるようになったのです。NFL
は、ますます複雑なモデルを
求め続けており、FICOの最適
化があれば我々は提供でき
ます。”
— Rick Stone氏
Optimal Planning Solutions 社長

プライムタイムでの各アメリカンフットボール
試合中継の舞台裏では、微妙にバランスを取
る作業が発生しています。NFLの32チームは
17週にかけて16試合を全国の様々なスタジア
ムで行います。そして、開催されるすべての試
合にとって、テレビ中継は、ビジネス上の成
功の鍵となっています。
最適な試合スケジュールにたどり着くために
無数の要因が考慮されなければなりません：
スタジアムの利用可能性、遠征時間、試合間
の日数、テレビ番組配置などです。チャレン
ジ：競争が公平でNFLが健全な収益を上げる
ことができるようネットワークパートナー、チ
ームそしてファンのニーズをいかに調整する
かということです。
「それは何千年もの間計算し続ける数学的
問題です。」とプロスポーツリーグの試合ス
ケジュール作成支援コンサルタント会社であ
るOptimal Planning Solutions社長のRick Stone
氏は述べています。
「最強の最適化ツールの
みがNFLのようなスポーツリーグの質の高い
試合スケジュールを作成することができま
す。」
10年前、NFLは、シーズンの最適な試合の組
み合わせを決定するために、手作業のスケジ
ュール作成工程をコンピュータソフトウェア
に依存するものに交換し始めました。しかし
ながら、時間がかかる工程であった為、それ
は、公式のスケジュールを選ぶ前に数十のス
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ケジュールしか作成できませんでした。2004
年、NFLは、できるだけ多くのシナリを作成
し、評価すことによりスケジュール作成工程
を改善したいと考えていました。そして今で
はスケジュールを最終決定する前に数千の
候補を日常的に完成し、分析しています。
スピードと正確性が最適化ツールを探す上で
決定的な要因でした。シーズン256試合のベ
ストなスケジュールを見つけるために、ツール
は約2万の変数と5万の制約を考慮に入れつ
つ、7,000の試合オプションを検討しなければ
なりません。特に、スケジュールは各チームと
ファンへの公平性を保ちつつ、NFLテレビパー
トナーへの価値の最大化を図るものである
必要がありました。
「NFLのスケジュール作成のモデルには、連
続するホームまたは遠征試合数、遠征スケジ
ュール、そして試合間の日数を含め、各チー
ムが確実に公平に扱われることを満たさな
ければならないという無数の制約が含まれ
ます。」とStone氏は述べています。
多くの国際的に知られたテクノロジー企業
がNFLのスケジュール作成問題を解決するこ
とを支援する機会に入札しましたが、そのほ
とんどが問題の複雑さ故に、機能できるソリ
ューションを提供することができませんでし
た。Optimal Planning Solutionsは、その卓越し
たサービスとソフトウェアのパフォーマンス
を評価し、最適化ソフトウェアの主要提供企
業の中からFICOを選定しました。

「NFLシーズンのスケジュール作成は極めて
困難な仕事であり、我々は利用出来る最強
の最適化ソフトウェアを必要としています。
」とStone氏は述べています。
「FICO™ Xpress
Optimization Suiteは、我々のスポーツのス
ケジュール作成の難題についてはCPLEXを含
む他の最適化ツールのパフォーマンスを上
回っています。」

»» ソリューション

「Xpressは手作業工程で可能であった以上
のスケジュール作成オプションを無限に評価
することを可能にしてくれます。」とNFL放映
計画およびスケジュール作成担当ディレクタ
ーであるMichael North氏は述べています。
「
そしてこの機能は我々のスケジュールの質を
大きく向上させました。」
FICOの最適化ソフトウェアは、今日のNFLの
スケジュール作成のニーズを満たすだけでな
く、NFLが新たな変数と制約を加えることか
ら、毎回新たなフットボールシーズンがもた
らす複雑性の増加に追いつくことができるこ
とを証明しました。例えば、木曜日の試合が
始まったことで、遠征と試合間隔の要件変更
により、スケジュールへ新たな要件が加えら
れました。

厳格なスケジュール作成の要求に対応する
ために、NFLとOptimal Planning Solutionsは分
析の正確性と能力の新たなレベルを求めて
Xpress Optimization Suite softwareを採用しま
した。提供会社のこれまでの一流のサービ
ス実績と併せて、混合整数の線形および二
次方程式のプログラミング問題を業界最先
端のスピードで解決するツールの能力で、変
更を行うようNFLを説得しました。

»» 結果

NFLはさらに高速な結果をもたらす並行実行
を活用しています。同時に8つのCPU全体で
動作するXpressシステムは24時間でNFLのス
ケジュールを作成することができ、2ヶ月の計
画作成期間中に何千もの可能なスケジュー
ルからベストなものをNFLが選択することを
可能にします。

10年前は、満足できるスケジュールを作成す
る為に、6人ぐらいが一部屋に座って3ヶ月間
一日14時間かけていました。その質は、フッ
トボールシーズンが終わってからしか評価で
きないものでした。今日、同じ工程は、以前
よりもずっと少ない時間で多くの変数と制約
に対応する結果を得られます。FICOの最適
化でNFLは、テレビのパーケージ番組を作成

する方法を向上させることができました。過
去、テレビの番組編成は、スケジュール設定
後にのみ決定していましたが、FICOのソフト
ウェアがあれば、NFLはスケジュールを作成
し、同時に対応するテレビ番組のパッケージ
を作成することができます。
NFLのテレビ番組、スポンサー契約および
ライセンス売上がこの5年間に大きく増加
し、より迅速かつ完全で正確なスケジュー
ルは、NFLの為のより高い収入に形を変えま
した。
「我々は、5年前には解決できるとは夢にも
思わなかったような問題を解決することが
できるようになったのです。」とStone氏は述
べています。
「NFLは、ますます複雑なモデル
を求め続けており、FICOの最適化があれば
我々は提供できます。」

“Xpress は我々のスポーツのスケジュール作成の難題に対して、CPLEXを
含む他の最適化ツールのパフォーマンスを上回っています。”
— Rick Stone氏
Optimal Planning Solutions 社長

© 2011 Fair Isaac Corporation. All rights reserved.
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最適化はAvisで1,900万ドルの利益を獲得
サクセスストーリー：最適化

クライアント

ヨーロッパ、アフリカ、中近東およびアジアにおけるレンタカー大
手のAvis Europe

チャレンジ 	全保有車両の活用最大化
ソリューション FICOTM Xpress Optimization Suite
結果 	
1,900万ドルの経済的影響に換算される活用率を2ポイント増加

“Xpressのおかげで、当社の保有
車両の活用は1または2パーセン
ト増加しました。これはレンタカ
ー会社としては非常に大きな金
額です。”
— Jens Utech 氏、
Avis Europeのバックオフィスおよび
ステーションシステム部門担当ディ
レクター

レンタカー市場では、成功は単純計算で測定
することができます：車がレンタルされた日
数を企業がその車を保有している日数で割り
ます。そして、Avis Europeは継続してその完全
な数字を達成すべく取り組んでいます。
「それは直線的な需要と供給の予測です。保
有車両の情報を得て、どの顧客に販売し、い
かにして最善の形で車を配給するかというこ
とを導き出すことです。」とAvis Europeのバッ
クオフィスおよびステーションシステム部門
担当ディレクターのJens Utech氏は述べてい
ます。
「しかし、それを正しく行うことは、多く
の変数が関わる複雑なビジネスプロセスとな
ります。」
毎年、Avis Europeは、AvisとBudgetのブランド
を通して3,800以上の営業所で800万人の顧客
にサービスを提供しています。ヨーロッパで
は第2のレンタカー会社であり、2007年に88.1
億ユーロ市場の17.7%を占有し、120万台の車
両と4,400万のレンタル実績となっています。
Avis Europeは、絶えず理想的な車配給の公
式を求めています － 収益を最大化し、需要
に対して適切な価格設定を行うこと。これ
までの方法は、
マネージャーの直感に依存
しており、満足できる結果を出してきました
が、Utech氏およびAvis Europeの役員はさらに
取り組むことができると感じていました。
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»» 「予測なし、洗練なし」から最
適化の正確性へ
長年の間、Avis Europeの方法論は、長年実施
されてきたルーチンを使い、保有車両マネー
ジャーとステーションマネージャーが予約シ
ステムを調べ、その情報を使い将来の需要を
予測させることでした。
「週末にロンドンのダウンタウン地域で需要
があるため、毎金曜日午前７時に車両運搬車
がロンドンのヒースローからメイフェアーへ
向うことになっていました。」とUtech氏は述
べています。
「それは、我々がいつも行ってい
たことでしたが、それを改善できるかどうかを
評価するすべがなかったのです。」
適正なレンタル料金に対する見積もりを出す
ために、価格設定のアナリストは、
「予測なし
で洗練なし」の状態で同じデータをふるいに
かけていたとUtech氏は述べています。
より正確な測定と意思決定を通して利幅を
増加できることを理解することは難しいこと
ではありませんでした。それで、Avisはより正
確な予測とレンタル活用増加を図る手段とし
て最適化ソフトウェアを調査することにしま
した。Utech氏は、長時間のランタイムソリュ
ーションのみならず省略化された最適化か
ら導き出したものの両方に対して記録した
ベンチマークにより業界トップ2のプログラム
であるFICO Xpress Optimization SuiteとILOG

CPLEXの直接対決の比較でPOCを行い、Avis
Europeの選択の絞り込みを支援しました。
「両方においてFICO™ Xpress Optimization
SuiteはILOGに優っていました。」Utech氏は
述べています。Avisは、短期計画戦略を最適
化するための毎日一晩のサイクルに直面して
います。
「固定時間のシナリオでは、結果は
さらに改善し、長時間のランタイムで実行し
ても、結果はさらに改善しました。Xpressは
実に優れた製品です。」

»» 迅速な導入は目覚しい結果を
産出
Xpress Optimization Suiteを活用したAvis
Europeは、わずか数週間で当初のパイロッ
トプログラムを投入することができました。
年内に、新データで駆動する予測システ
ムが配備されました。その中心にあったの
は、Xpressで処理されるシステムベースの予
測でした。そして、そのプログラムは保有車
両の配給と活用の正確なアドバイスを作成
しました。
「例えば、金曜日の朝、ヒースローからメイ
フェアーに車4台を運び、スタンステッド空
港からあと４台運んでくださいという風にそ
れは我々に指示してくれます。」とUtech氏が
言います。
この種の正確な車両管理は正にプログラム
のメリットの１つです。もう１つのメリットは、
ピックアップとケアリターンのレンタル期間
と場所に基づく販売制限に対する提案で
す。これらの戦略は、Avisの車両を可能なか
ぎり最大限のパーセンテージで最も収益を
もたらす顧客へ確実に届けることを確実に
します。

「それは、収益性を強化するために特定期間
（例えばクリスマス）に3日以内のレンタルの
予約を受け付けないように教えてくれます。
そしてAvisは、価格特定の最適化を実行して
いませんが、車両の使用予測は、直接的に
適切な価格設定のヒントに結びつきます。
「
それは特別なイベントの状況下では車が不
足するので、その前に価格上昇を検討するよ
うに教えてくれるでしょう。」とUtech氏は述
べています。

»» 決定的な推奨、実証可能な改
善
Avis Europeは、大陸の全ての主要市場全体
でプログラムを実施しました。Utech氏は、そ
のプログラムは同社の所有車両活用率の2ポ
イント増加を達成し、付加的分析メリットに
おいて1,900万ドルの増収に関連すると見積
もります。
「これは非常に大きな金額です。」
と彼は述べています。
付加されたメリットには価格設定や車両の
配給の分野でのよりスムーズなビジネスプ
ロセスを含みます。毎回の意思決定に対して
問題となる可能性のある予約数についての
Xpressからのレポートにより意思決定の透明
性も増加しました。

“固定時間のシナリオでは、結果
はさらに改善し、長時間のラン
タイムで実行しても、結果はさら
に改善しました。Xpressは実に優
れた製品です。”
— Jens Utech 氏 ,
Avis Europeバックオフィスおよびス
テーションシステム担当ディレクタ
ー
「一貫してAvis EuropeがFICOから受けたサー
ビスは、頻繁に１時間以内に発生する特定
の難題への対応があり、実際のコードパッチ
が2週間以内に届くなど、称賛に値するもの
でした。」とUtech氏は述べています。
「支援し、我々の問題に耳を傾け、そして建
設的に問題を解決しようとする強い気持ち
がありました。」とUtech氏は語っています。
「FICOはこの業界で私が思い浮かぶどの企
業よりも、明らかに優れた、先を見通したパ
ートナーです。」

Utech氏は、Avis Europeの顧客は、より微妙
なメリットを経験してもいると感じています。
「顧客とのインタフェースに対して変更を行
っていないにもかかわらず、我々は、適切な
顧客に適切な場所で適切な車を提供する上
でより良い立場にいるのです。」
このプロジェクトの全体の成功は、Avis
Europeが追加の自動化をXpressで実施し、車
両購入のサイクルに対して車両計画の最適
化を開始することに繋がっています。
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解決不可能なものを解決
巨大な最適化の問題をFICO™ Xpress Optimization Suite
で克服

2011年1月

問題の複雑性が増加するに
従い、大規模最適化の問題
に取り組むことができる高
度なソルバーエンジンが必
要になります。複雑性の全て
のレベルで効率的に問題を
解決することができる企業
は独自の競合上の優位性を
持っています。

»» 要約
大規模かつ複雑な最適化の問題を解決するというのは、非常に困難な問題で
す。
しかしながら、
これを効果的に克服することは、今日の非常に競合的な市場
における成功と失敗の違いに成り得るものです。例えば、小売業の企業は効果
的にフロアのスペースを管理することができ、エネルギー企業は生産スケジュ
ールを最適化することができ、マーケティング担当者は効果的に適切な商品提
供で適切な消費者をターゲットにすることができ、人事企画者は公正なスタッフ
スケジュールを作成することができ、そして運輸企業は最小のコストで信頼でき
る配送を確保することができます。
問題の規模や範囲が拡大すると、
タイムリーに回答を得ることがますます困難
になります。最適化ソルバーエンジンの最近の改善は、
こうしたますます複雑化
する問題の挑戦に対応する上では不十分でした。多くの場合、最適化の問題は
大きすぎるため、
メモリーに入れることができないか、時間がかかりすぎて計算
できないか、単に困難すぎて解決することができません。
これらの理由で、単に計算上の馬力を増強しても大抵は十分ではありません。拡
張可能性の課題に対応する１つの方法として次世代ソルバーエンジンは、
より
小さく、
より扱いやすいコンポーネントへ問題を分解する方法を探さなければな
りません。そうすることで最も複雑な問題でさえ解決され、鍵となる戦術的、戦略
的および運営上の意思決定を今まで通り確信を持って行うことができるように
なります。複雑性の全てのレベルで効率的に問題を解決する企業は、独自の競
合上の優位性を持っています。
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»» 大規模最適化とは

歴史的に16および32ビットのアーキテクチャーは、分解せずに砕くべき問題の規模に対する厳
格な制限を課すものでした。百万の変数と百万の制約を持つ最適化の問題は解決可能な規模
の周辺にあるものでした。64ビットアーキテクチャーが導入され問題の規模の範囲を拡大し、
解決できる問題の規模を劇的に増加させることができました。しかし、一方では、超大規模問
題がいまだにハードウエアの能力を超えており、もう一方では、問題の規模の拡大と共にソル
バーのパフォーマンスが非線形的に落ちてきています。そのため、大規模最適化は、問題解決
策が実際に許容される時間制限内に導きだされることができ
ることを確保する創造性が必要となる追加レベルの複雑性を
図１：FICO Xpressはソリューション時間を劇的削減
もたらします。

Xpress-Optimizerパフォーマンス (LP)
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並行処理の効果
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この工程を簡単にするために、FICO Xpress Optimizerなどの高機
能ソルバーエンジンが、最適化問題のモデル作成と展開の仕事
の合理化支援のために開発されました。Xpress Optimizerのよう
な製品を活用する企業は組織全体にわたり複雑化した意思決
定のプロセスを素早くモデル化し、実行することができます。
しかしながら、次第に、問題は複雑さと規模の両方において増
していくため、従来のソルバーエンジンはもはや十分ではあり
ません。大規模最適化において、パフォーマンスはいまだに鍵
となる重要な懸念ですが、それがなければ解決できない問題
の解決を可能にすべく新たな方法が導入されなければなりま
せん。
この目的のために、FICO Xpress Optimization Suiteでは、大規模
最適化の問題をより管理できるものにし、解決できないものを
解決できるものにする新たな機能を導入しました。これを実現
する鍵となる重要な要素は、分解です。

100,000
50,000
0

モデリング最適化の問題は、通常は知的に挑戦的な課題です。
解決される問題と検討されるべき制約の数により、適切なモデ
ル作成のプロセスは、適切な道具一式がなければ、かなりの時
間が必要となり得ます。妥当なモデルが開発されると、状況は
さらに複雑化しています。そして、コンピュータアプリケーショ
ンや一連の製品で設計されたモデルを活用する最適化実行ソ
フトウェアを統合する方法を決定することに直面しています。

内部
確定的

内部
便宜的

コーラル
確定的

コーラル
便宜的

図１は、リリース全体に対する線形プログラミングの改善されたパフォーマンスと
並行処理を通した高速化を示しています。

分解は、単に大きな最適化の問題を小さな、より管理できるサ
ブ問題に細分化し、それを連続して、あるいは平行に解決する
プロセスです。分解には、2つの有名な方法があります。行生成
アプローチのベンダーズ（Benders）法と列生成アプローチのダ
ンツィク・ウルフ（Dantzig-Wolfe）法です。

FICO Xpress Optimization Suiteのソルバーとモデリングツールは多様な手法で分解アプローチの
実行をサポートしています。最も重要なことは、Xpress Optimization Suiteのモデリング言語であ
るXpress-Moselの独自性は、それを分解の開発に特にふさわしいプラットフォームにすることで
す。

分解は単に大きな最適化の問題を小さな、より管理できるサブ問題に
細分化し、それを連続し、あるいは平行に解決するプロセスです。
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page 19

解決不可能なものを解決

»» Xpress-Moselによる分解

マルチソルバー

Mosel instance

Xpress-Moselは、オープンでモジュラー化されたアーキテクチャーで設計されています。ソルバーは、必
要に応じてモデルにロードされるモジュールです。Xpress Suiteには、問題のタイプに最適なものを選ぶ
ことができ、また１つのモデル内でいくつかのソルバーを組み合わせて使用できる総合的な最適化ソル
バー一式が付いています。例えば、データインターフェースやグラフィックスを与えるその他のモジュール
も提供されており、ユーザは必要に応じてMosel言語を高度化する独自のモジュールを書くことさえ可能
です。

Mosel model
uses ’mmxprs’
uses ’mmxslp’

マルチプロブレム

Mosel instance
Mosel model

Problem

shared
data

Problem
Problem

Problem

start
events

Local instance
Master model

Problem

Xpress-Moselにより複数の最適化問題は、大規模最適化の問題処理プロセスをより容易にし、単一の最
適化モデル内で定義することができます。単一の問題が発生しているいかなるポイントでも、問題の要
素全体にわたりソリューション情報の取り出しを可能にし、様々な他の問題間で前後に変更可能です。
問題はデータを共有し、共通の意思決定の変数を活用し、簡単に１つの問題からもう1つへ制約をコピ
ーし、または問題を一緒に複製します。

マルチモデル

Mosel instance
Master model

Xpress-Moselは、
１つの環境でモデルとソリューションアルゴリズムの実行を可能にするプログラ
ミング言語の標準機能を備えた高レベルのモデリング言語です。そのオープンでモジュラー化
されたアーキテクチャーを通して、コアシステムを修正する必要性が無く、その言語の拡張を行
うことができます。プラットフォームに依存しないコンパイルモデル（BIM)は、Xpressでサポート
された全てのプラットフォームで移動可能であり、デプロイされるあなたの知的財産を保護しま
す。様々なライブラリーインターフェースは、モデルのアプリケーション組込用に提供されていま
す(C, Java, C#, VB)。モデル開発と分析は、ビジュアルな開発環境のXpress-IVEとツール一式（デバッ
ガー、プロファイラー）によってサポートされています。

Submodel
Problem

Remote instance
start

events

Submodel

Problem

Xpress-Moselは、複数の最適化の問題を別のモデル（ファイル）として実行することも可能です。このア
プローチは、最適化プロセスがいくつかのスレッドに広がり並行して実行される場合、最適となりま
す。Xpress-Moselの独自の実行の特徴は並行かつマルチスレッドの最適化をよりアクセスできるように
します。素早く提供される通信メカニズムには、イベントキューと共有メモリーを通したデータ交換に基
づく同時発生のモデルの同時性が含まれています。

マルチノード
Xpressリリース7.1は、いくつかのMoselインスタンス（ローカルまたはネットワーク接続の遠隔ノード上）を
活用する分散化コンピューティングに対する複数モデルを扱うMoselの能力を拡張します。この機能は、
ローカルネットワークにおいて利用出来る全てのコンピューティング能力を活用して、分解アプローチの
実行に対して新たな展望を開きます。単一インスタンス上の複数モデルのアプリケーションから複数ノ
ードアプリケーションへの移行には、主としてI/Oドライバー－任意のファイル（遠隔、メモリー内、圧縮
されたものなど）へアクセスする方法を示すファイル名へのプレフィックス－の概念のおかげでモデル内
の変更はほとんど必要としていません。

Xpress-Moselで実行することができる分解と同時解決のスキームには以下が含まれます：
• 単純並行起動（様々なデータインスタンス、様々なアルゴリズム設定）
• 分解アプローチ（ベンダーズ法、ダンツィク-ウルフ法）
• 列生成（トップノートに対するループ、ブランチと価格）
• カット生成（カットとブランチ、ブランチとカット）
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逐次問題解決は、どの方法でも定式化することは可能ですが、
（サブ）モデルの並行実行に関
する問題解決アプローチのみ複数のモデルとして実施することができます。逐次アルゴリズム
に対して、開発者は2つの設計オプションから選択することができます。これらの技術に関する
詳細内容は、http://optimization.fico.com に掲載されているホワイトペーパー“Multiple models and
parallel solving with Mosel” (「マルチモデルとMoselによる並行解決」)を参照してください。

»» ケーススタディ — 小売
業のスペース計画

チャレンジ:
小売業のスペース確保の企画は、組み合わせの性質を有する比較的大規模な混合整数プログラ
ム（MIP)のソリューションが必要となり、それに対して、ソルバーが長時間起動されたままの場合
でも、現在の最先端のMIPテクノロジーは高品質のソリューションを見つけることができないで
しょう。ローカル検索の経験則と連動した実行可能性の導き出しやXpress-Optimizerにおいて実
行された他のクラスの経験則は、小売業のスペース確保の最適化用の特定かつ広範囲のメタ経
験則の鍵となる重要なテクニックです。この場合、素早く実行出来るXpressの経験則を持つこと
や順次または並行の形で複数の大小のモデル/MIPを扱う簡単かつ効率的な方法を与えてくれる
モデリング環境を持つことが望ましい。

ソリューション :
スペース確保企画のコアMIPモデルは、非常に大規模かつ組み合わせの性質を持ちます。XpressMoselは、
マルチモデルやそれら（例えば、共有メモリーなど）の間の高速インターフェースを扱う
効率的な方法を与えてくれるため、トップクラスの米国の小売企業に対するスペース確保の最適
化実施において鍵となる選択となってい
ます。例えば、Xpress MIPソルバーは許さ
図2：小売業におけるスペース確保の最適化
れた時間内にコアモデルに対する最適性
ギャップを埋めようとしますが、Moselは
並行処理のメタ経験則を実行させるサブ
モデルを持つことができます。メタ経験則
が（このタイプのアプリケーションによく
ある）より優れたソリューションを見つけ
るとすぐ、そのソリューションがコアモデル
を解決するマスターモデルに提示されま
す。同じプロジェクトにおける多重モデル
およびソルバーを扱う複雑な分解、インタ
ーフェース、そして同期化メカニズムを実
施する方法に対するほどでないにしても、
アナリスト/開発者は数学的なプログラミ
ングの側面に重きを置くことができたた
め、開発時間に関して、Moselも良い選択
であることが実証されました。

メリット:
鍵となるパフォーマンスの目標の１つ
は、10分以内という短時間に1%と2%間の
最適性のギャップとなる良い品質のソリュ
ーションを達成することでした。上記に提
示した分解アプローチで、これのみが達成
することができました。
Xpressで作成された最適化された棚のレイアウト
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»» ケーススタディ — 生産ス
ケジューリング

チャレンジ：
生産スケジュールは、非常に大規模なMIPSのソリューションを要します。これらの問題を解決す
る標準的方法は、時系列分解の経験則を適用することです。前術の場合のように、効果的なモ
デリングと開発環境は、必要とされる品質ソリューションの最初の発見、そしてデプロイメント
に間に合うモデルの提供が可能であることが極めて重要です。

図3：生産スケジューリングの最適化

Xpressが生成したこのガントチャートは、最適化された手順とパッケージンのタイプを示しています。

ソリューション:
Xpress-Moselは、米国食品/飲料製造大手で活用されており、近年、従来の標準生産ラインと共
に何百万もの自動化された生産/包装ラインをサポートするために高度化されてきました。こう
したことが加わり、Moselを使用して効率的かつ効果的に実施される他の特定の階層的な分解
の経験則により解決される基本となるMIP解決の困難が増してきました。これらの最適化の問
題にXpress MIPソルバーを調整するとは解決時間の削減のみならず必要とされる品質のソリュー
ションを得る上で極めて重要なステップであることが分かりました。Xpress-IVEと称するMoselの
モデリングと開発用のXpressのビジュアルな環境とXpress-Tunerは調整の手順を実行する秀でた
ツールとなっています。

メリット:

このアプローチを使用することにより、我々は解決時間を平均してほぼ5分に押さえることがで
き、それは顧客の要件を満たすものでした。

page 22

Make every decision countTM

解決不可能なものを解決

»» ケーススタディ — オンライ
ン広告

チャレンジ：
オンライン広告の割り当てと価格設定のモデルは、今日のインターネット市場においては頻繁に
起こるものです。大量の入札を極めて短時間スパンで処理する必要があります。

ソリューション：

図4：オンライン広告のインパクトを最大限に発揮する

Xpress MIPソルバーは、市場におけるソフトウ
ェア企業大手の1社により数年間選択されてき
ました。そのモデルは複雑なコストと在庫機
能を処理するための非線形の条件を含むハー
ドおよびソフトの両方の制約を有する非常に
大規模な線形プログラムの効率的なソリュー
ションを必要としています。このモデルの規模
は、以前のケースのモデル規模よりも非常に
優れたものです。そのため、この場合、採用さ
れたインターフェースはXpress-BCL 64ビットで
す。BCLはXpress-Optimizerへのオブジェクト指
向のライブラリーインターフェースです。ライブ
ラリーとして、Moselにおける高レベルのモデリ
ングよりも少ない運営諸経費で済み、最適化
ライブラリーの高機能へ直接アクセスさせてく
れるものです。

売上

メリット:
印象

特別な順序のセットを非常に効率的な実装を
活用してXpressは、非線形の機能を近似する
効果的な方法を有しており、そのため、制限時
間内で広告モデルを解決します。

特別な順序のセットを非常に効率的な実装機能を有するXpressは効果的に非線形の機能を近似する
ことができます。

»» FICO™ Xpress

Optimization Suiteにつ
いて

Xpress Optimization Suiteには、広範囲の高速ソルバーとモデリングインターフェースが含まれてい
ます。Xpress-Moselのモデリングおよび解決環境は、高速なプロトタイピングから徹底したモデ
ル開発と調整までの取り組みをサポートする、容易に学べるモデリングおよびプログラミング言
語です。開発者が新たな最適化の取り組みを市場に迅速に送り出すことを容易にするビジュア
ルな開発環境(Xpress-IVE)が付属します。このスイートはXpress-MoselとXpressソルバー間の密接な
リンクからメリットを得ており、分解アプローチの実施に対する完璧なツールです。代替モデリ
ングインターフェースはビルダーコンポーネントライブラリーのXpress-BCLです。このオブジェクト
指向のライブラリーは高度なモデリングの機能性をお好みのプログラミング言語（Java, C, C++,
.Netで利用可)に付加します。
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解決不可能なものを解決

図5：FICO XPRESSのビジュアルな開発環境
Xpress-IVEモデルエディター

Xpress-XADアプリケーションデザイン

当社のソフトウェアを最大限ご利用いただくために、数時間のものからお客様の特定のソリ
ューションの実施に到るまで、トレーニングコースおよびコンサルティングを提供しています。

Xpressの詳細内容を把握してください。
Xpress サイト: www.fico.com/xpress
Xpress ドキュメントおよびホワイトペーパー: http://optimization.fico.com
検索可能なオンライン事例データベース: http://examples.xpress.fico.com
試用ダウンロード: http://decisions.fico.com/downloadTrial.html

FICO™ Xpress販売代理店
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Make every decision count

FICO™ Xpress Optimization Suiteの全パワーをご活用下さい。
ルールの変更のお知らせは以下を参照ください。
http://decisions.fico.com/downloadTrial.html
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