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本書では、Leap™量子クラウド・サービスを通して使用できる D-

Wave ハイブリッド・ソルバー・サービス（以下、HSS）の概要

と予備的なパフォーマンス分析について説明します。計算に量

子古典ハイブリッド・アプローチをとることの利点を調査し、

観測されるかもしれない計算高速化のタイプを説明するために

量子加速の概念を紹介します。HSS ポートフォリオの 1 つのハ

イブリッド・ソルバーを最先端の古典代替ソルバーのコレクシ

ョンと比較すると、このソルバーがさまざまな入力構造でうま

く機能することがわかります。 
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1 はじめに 
 

D-Wave ユーザー・グループ・ミーティングでの最近の論文とプレゼンテーションでは、D-Wave 量子

コンピューターで正常に実行できる数百ものアプリケーションが実証されています。ただし、ほとん

どの場合、実際に応用したい対象に必要とされる入力は大きすぎて、量子処理ユニット（以下、QPU）

の現在のモデルには適合できず、その結果量子アニーリングによって直接問題を解くことができませ

ん。 

 

問題解決へ向け古典的アプローチと量子的アプローチを組み合わせたハイブリッド・ソルバーを開発

することにより、このサイズ制限を克服するための多くのアイデアが提案されています。D-Wave は、

これらのアイデアの探求に関心のある開発者向けに、ハイブリッド・ワークフローの実装とテストを

サポートする一般的な Python フレームワークである dwave-hybrid を作成してまいりました。この詳

細は、[1、2] を参照ください。このフレームワークは、[3] にある Ocean オープンソース・ツール・

スイートの一部です。 

 

このたび、コード開発のステップをスキップしたい人のために、D-Wave は Leap ハイブリッド・ソル

バー・サービス（以下、HSS）を発表（ローンチ）しました。HSSには、様々なカテゴリの入力と活

用場面を対象とするハイブリッド・ポートフォリオ・ソルバーを集めたものが含まれています。現在

HSS には、hybrid_v1 と呼ばれる 1 つのポートフォリオ・ソルバーが含まれています：これは、最大

10,000 個の変数の入力を読み取り、1 つ以上のハイブリッド・ソルバー（個々のヒューリスティック

の実装）をディスパッチして、解を見つけます。HSS は、Leap 量子クラウド・サービスを通じて利用

できます。HSS のポートフォリオとソルバー・コードは弊社所有物であり非公開です。Leap 量子クラ

ウド・サービスと HSSについてもっと知りたい方は、[4] を参照ください。 

 

量子古典ハイブリッド計算にこのポートフォリオ・アプローチを採用する利点は次のとおりです：  

 

• HSS のハイブリッド・ソルバーは、QPU によって直接解決される入力よりもはるかに大きい入

力を受け入れることができます。これらは、QPU のユニークな機能を活用して適切な解をすば

やく見つけるように設計されており、それにより、このプロパティを他の方法で可能であるよ

りも大きく、より多様なタイプの入力に拡張します。 

 

• HSS のソルバーは、ユーザーに代わって低レベル（よりマシン・レベルに近い）の操作詳細を

処理するように設計されています：このサービスを使用して問題を解決するには、D-Wave QPU

のパラメーター設定の選択方法に関する知識を一切必要としません。 

 

• 入力の様々なタイプによって、ソルバーのタイプも異なるものにすれば、ソルバーは最もよく

機能する傾向があります。ポートフォリオ・ソルバーは、クラウドベースのプラットフォームを

使用して複数のソルバーを並行して実行し、結果のプールから最適な解を返すことができます。

このアプローチにより、ユーザーは、与えられた入力に対してどのソルバーが最適であるかを

事前に知る必要がなくなり、最良の結果を得るのに必要な計算時間を最小限にできます。 

 

 

このレポートの残りの部分では、HSS のソルバーの使用方法とパフォーマンスの概要について説明し

ます。 

 

• セクション 1.1 は、HSS のハイブリッド・ソルバーの操作の概要を示し、それらの入力/出力イ

ンターフェースと、量子コンポーネントと古典コンポーネントがどのように連携して機能する

かを説明します。 

 

• セクション 1.2 は、HSS の中の 1 つのハイブリッド・ソルバー（以下、DW と呼ぶ）が、D-Wave 

2000Q QPU へのクエリを活用して、ワークフローに量子クエリのないバージョンよりも迅速に

優れた解を見つける方法を示しています。このタイプのパフォーマンス向上は、古典ワークフ
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ローの量子加速 と呼ばれます。 

 

• セクション 2 では、DW を MQLib リポジトリ（MQLib の格納場所）からの 37 種類の古典的な

ソルバーに関する公開されたレポート[5] と比較します。そのリポジトリからの 45 種類の入力

で DW をテストしましたが、DW はこれらの公に利用可能な従来の代替案と比較できることが

わかりました。 

 

– テストされた入力の 50％以上で、DW は 37 種類のリポジトリ・ソルバーすべてと同等ま

たはそれ以上の品質の解を見つけました。 

 

– テストされた最大の入力の 70％以上で、DW は厳密に優れた解を見つけました。 

 

– DW の相対的なパフォーマンスは、一般に問題のサイズとともに向上しました。 

 

HSS には今後数か月で継続的な開発と新しいソルバーの追加が見込まれ、全体的なパフォーマ

ンスの向上と、効率的に解決できる入力の範囲が広がることが期待されます。 

 

はるかに大きな入力を読み取り、次世代の Advantage QPU を組み込んだアップグレードされたサー

ビスは、2020 年後半に発表される予定です。 

（訳注：「Advantage」は、D-Wave の次期量子システムの名称です。） 

 

 

1.1 運用の概要 
 

hybrid_v1 という名前のハイブリッド・ポートフォリオ・ソルバーを含む HSS の現在（2020 年 2 月）

のバージョンは、下記のユーザー・インターフェイスを提供します。 詳細については、[6、7] を参照

してください。 

 

• 入力： hybrid_v1 を使用して問題を解決するために、ユーザーは次の 2 つの情報を用意します： 

 

– D-Wave の標準バイナリ 2 次モデル（BQM）形式で定式化された、制約なし二次形式二値変

数最適化（QUBO）またはイジング・モデルの入力。現在のバージョンでは、入力変数の最

大値は、n = 10,000 ノードを含む完全グラフに対応しています。 

 

– （オプション）すべてのソルバーを実行する時間制限 T（単位は、秒）。システムは、デフ

ォルトで、使用される可能性のある入力サイズに合わせて調整される最小時間制限を計算

します。最小時間制限により、各ハイブリッド・ソルバーが最初のステップを実行し、QPU

から少なくとも1つの応答をクエリして受信するのに十分な時間が確保されます。hybrid_v1

の現在のバージョンでは、どの入力サイズでも最小時間制限は 3 秒で、最大時間制限は 24

時間です。 

 

• 出力： hybrid_v1 の出力は以下のように構成されます： 

 

– ポートフォリオ内のすべてのソルバーが見つけた解のうち、指定された制限時間内で実行

される最も低コストの解。 

 

– ポートフォリオ・ソルバーが問題の処理に費やした時間に関する情報： run_time（実行時

間）は、システム・オーバーヘッドを含む、問題の実行に費やされた時間です； charge_time

（課金時間）は、ユーザーのアカウントに課金される（オーバーヘッド分を省略した）実行

時間のサブセットです； qpu_access_time（qpu アクセス時間）は、QPU へのアクセスに費

やされた時間です。古典コンポーネントと量子コンポーネントは非同期で並列に動作する

ため、合計経過時間は必ずしもコンポーネント時間の合計に等しいとは限りません。 
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図 1： 左と右のパネルは 2 つの異なる入力に対応しています ― 1 つは密で、もう 1 つは疎で、どちらも 4096 変

数を含みます。各パネルは、ソリューション・コスト（y 軸、1011でスケーリング）と計算時間（x 軸、対数でスケール

されていることに注意）をプロットしています。点の列は、各制限時間で 15 の独立したランダムな試行から得られた

サンプル・ソリューション・コストを表します。線は各サンプルの中央値を結んでいます。赤い点は、量子クエリなし

の DW ヒューリスティックのパフォーマンスを示しています。青い点は、量子クエリがワークフローに組み込まれたと

きの DW を示しています。 

 

 

古典コンポーネントと量子コンポーネントは非同期で並行して動作するため、合計経過時間

は必ずしもコンポーネント時間の合計と同じではありません。 

 

各ハイブリッド・ソルバーには、古典コンポーネントと量子コンポーネントの両方が含まれています。

入力 Qを受け取ると、ポートフォリオ・フロント・エンドは、Qを使って作業する 1 つ以上のソルバ

ーを選択し、Amazon Web サービス（AWS）CPU および/または GPU のコレクション上で並列実行

を開始します1。 

 

その動作中に、各古典コンポーネントはいくつかの量子クエリを D-Wave 2000Q QPU で直接解くの

に十分小さいQの部分的な表現に定式化します。時間間隔 Tの終わりに、すべてのソルバーは停止し、

結果をフロント・エンドに返します。フロント・エンドは、見つかった最良の解をユーザーに転送しま

す。 

 

D-Wave 2000Q システムは、量子クエリ・サーバーとして機能し、アクティブなソルバーからクエリ

を受信して応答を生成します。各ソルバーの古典コンポーネントと量子コンポーネントは非同期に通

信するため、システムの一部での競合または遅延の問題が他の部分の進行を妨げることはありません。 

 

 

1.2 古典的ヒューリスティックの量子加速 
 

DW ソルバーは 2 つのモードで動作できます。ヒューリスティック・ワークフロー は、かなり標準的

な古典最適化ヒューリスティックを実装しています。ハイブリッド・ワークフローには、D-Wave 2000Q 

QPU に送信される一連の量子クエリを作成するモジュールが組み込まれています。また、このモジュ

ールは、量子応答をヒューリスティック・ワークフローに組み込む新しい情報として解釈します。 

 

図 1 は、量子加速 と呼ばれる能力を示すために特別に設計された疎（左パネル）と密（右パネル）の

入力について、DW で使用されるヒューリスティック・ワークフローとハイブリッド・ワークフロー

のパフォーマンスを比較しています。両方のパネルは、求められた解の品質の指標となるソリューシ
ョン・コスト（y 軸）が、問題の処理に費やされる計算時間（x軸）が増えるにつれて、一般にどのよ

 
1 AWS および AWS クラウド・サービスは、Amazon Technologies, Inc.の商標です。 
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うに改善（減少）する傾向があるかを示しています。ポイントの列は、各ワークフローからの 15 個の

独立したランダムな試行から得られたコストを表します；この折れ線は、各コスト・サンプルの中央値

を接続したものです。 

 

ヒューリスティック・ワークフロー（赤）は、現在得ている解に小さな変更を加えることで、とり得る

解の膨大な空間を検索しながら、段階的に進行します。段階的な変更により、進み具合を制限している

ステップごとにコスト関数がほんの少しだけ改善されます。 

 

ハイブリッド・ワークフロー（青）では、量子クエリから取得した情報により、解の品質がより迅速に

向上します。このことは、青い点の分布が一般に赤い点の分布よりも低いという事実によって示され

ます。赤と青の点がかなり重なっていることに注意してください。これは、ヒューリスティック・ワー

クフローが、個々のテストでハイブリッド・ワークフローよりも優れていることを意味します。ただ

し、この時間範囲のほとんどで、青色の線は厳密に赤色の線より下にあり、蓋然性はハイブリッド・ワ

ークフローを好む傾向であることを示しています。 

 

このハイブリッド・フレームワーク内で、D-Wave 2000Q QPU はフルサイズの問題に関する限られた

情報を活用し、探索するサーチ空間の有望な領域に関する有用な示唆を生成できます。この違いを加
速ギャップ と呼びます：青のソルバーが赤のソルバーよりも速くより良い解を見つける傾向がある計

算時間の範囲のことです。計算時間が長くなると、両方のソルバーが決まりきって最適な解を見つけ

ることができるようになり、2 つの線がいずれかの時点で結合することが予想されます。つまり、計算

時間が入力の複雑さと比較して非常に大きい場合、加速ギャップは観察されません。 

 

ここに示す収束パターンは、入力構造とソルバー構造の両方の結果（アーティファクト）であることに

注意してください： 異なるタイプのハイブリッド・ソルバーでは異なるパターンが発生し、場合によ

っては加速ギャップは現れません。次のセクションのパフォーマンス調査は、これらのパターン（将来

の研究の興味深い題材ですが）を特定または特徴付けることを試みるものではありません； むしろ、

制限時間の間にランダムな試行で解の品質を単に測定するだけです。 

 

 

2 パフォーマンスの概要 
 

DW と、CPU ベースの古典ソルバーで解いたたくさんのコレクションとを比較する小規模のパフォー

マンス調査を提示します。 

 

Dunning 他 [5] が世界中の問題リポジトリ（問題を収蔵している格納場所）から収集された 3296入

力をテストベッドとして使用して、Max Cut および QUBOの 37 のソルバーのパフォーマンスを評価

しています。この広範なプロジェクトのソルバー、入力、およびデータ分析ツールは、MQLib リポジ

トリからオンラインで入手できます。 

 

セクション 1.2 で述べたように、ソルバーの実行時間を長くできると、ソルバー対ソルバーの解の品

質の違いは解消される傾向があります。したがって、各入力 I に対して、筆者は推奨される制限時間 TI

を設けます。これは、少数のソルバーだけが見つかった最良のコスト CIに一致することができるほど

短い時間です。これらのテストでは、すべてのソルバーがそれぞれ 5 回の独立した試行に対し推奨制

限時間で実行されました： したがって、CI は、各ソルバーの 5 回の独立したコピーを実行し、合計

185 のソルバーを実行する仮定の並列ポートフォリオによって観察される最良の結果であると考える

ことができます。ここでは、CIを参照コスト と呼びます。 
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図 2： 45 個の MQLib 入力での DW パフォーマンス。 左側と右側のパネルには、入力サイズと入力密度で分類された

結果が表示されています。DW の 5 回の独立した試行が各入力で実行されました。赤とピンクのバーは、DW が各入力

で見つけた最小コストの解（5 回のうちのベスト）に対応しています：この結果は、MQLib のテスト設計と一致してい

ます。青と水色のバーは、DW によって検出された最大コストの解（5 回のうちのワースト）に対応しています：この

結果は、DW が入力ごとに 1 回の試行のみを許可された場合に何が起こったかを示しています。バーの高さは、DW の

解のコストが MQLib の参照コスト（訳注：「参照コスト」の意は前ページ参照）よりも厳密に優れている（濃い色のバ

ー）、または引き分け（薄い色のバー）の入力の数（カテゴリごとに 15 個のうち）を示します。 

 

DW のパフォーマンスを評価するために、MQLib 内の「最も難しい」ものから 45 の入力を選択しま

した：すべての推奨される最大制限時間は TI = 20 分であり、参照コストはいずれの場合も 1 つまたは

２つの MQLib ソルバー2のみによって見つけられました（つまり、他のソルバーは厳密に悪い解を見

つけました）。選択した入力は、グラフのサイズ（小、中、大）と密度（密、中、疎）に従って、それ

ぞれ 5 つの入力からなる 9 つのグループに編成されます。 詳細については、付録 A.2 を参照してくだ

さい。 

 

MQLib テスト設計と一致させるために、各入力に対して、DW の独立した 5 回の試行を 1 回の試行に

つき 20 分間実行しました。計算リソースの観点から見ると、37x5 MQLib テストでは 62 CPU 時間の

合計作業時間、つまり 185 倍の並列化を使用した場合 20 分が必要でした。DW の 5 回の試行では、合

計 1.7（CPU / GPU / QPU）時間、または 5 重の並列化を使用して 20 分が必要でした。 

 

各入力に対して、最小コストは DW の 5 回の独立した試行から得られた結果のうち、最良の結果のも

のです：この数値は、DW と MQLib ソルバーの同一条件での（apples-to-apples）比較を示していま

す。最大コストは、5 回の独立した試行で得られた結果のうち、最悪の結果です：この数値は、典型的

な使用のように、1回の試行に限定した場合のDWのパフォーマンスの控えめな見積もりになります。 

 

各試行と各入力に対して、3 つの可能な結果があります：DW の解のコストが、参照コストよりも低い

（勝ち(win)）、等しい（引き分け(tie)）、または高い（負け(lose)）です。図 2 は、結果の 2 つのビュー

を示しています。 左側のパネルは入力サイズ・カテゴリ（小、中、大）の結果を示し、右側のパネル

は入力密度カテゴリ（密、中、疎）の結果を示します。 

 

各パネルの各バーの高さは、DW の解が MQLib の参照コストに勝ったかまたは引き分けであったか

に対する各カテゴリ（15 個のうち）の入力数を示しています。赤いバーは最小コストの DWの結果を

示し、青いバーは各入力で観測された最大コストの DW の結果を示しています。濃い赤と濃い青のバ

ーは勝ちを示し、薄い色のバーは引き分けであったことを示します。 

 

たとえば、左端のバーは、5 回の試行のうちのベストの比較で、15 個の最小(smallest)入力で、DWが

3 つの入力で 185 の MQLib ソルバーのベストと引き分けで、8 つの入力で勝っていて、合計 11 の勝

ちあるいは引き分けを示しています； 残りの 4 つの入力では、DW の解は 185 の MQLib ソルバーの

ベストよりも劣っていました。隣接する青いバーは、小さな入力での 5 回の試行のうちのワーストの

比較で、DW のパフォーマンスに大きな違いはないことを示しています：引き分けの数は同じで、勝

ちあるいは引き分けの総数は 11 から 10 に減少しています。全体として、赤と青のバーの類似性は、

DW の解の品質が試行間でかなり一致していることを示しています。 

 
2 2 つのソルバーが 3 つの入力で引き分けで、1つのソルバーが残りの 42 入力で参照コストを一意に検出しました。 



D-Wave Hybrid Solver Service: An Overview 

6 
14-1039A-B 

Copyright © D-Wave Systems Inc. 

 

• 左側のパネルは、DW の解が 3 つのサイズのカテゴリすべてで、テストされたすべての入力の

半分以上で勝ったか引き分けであったことを示しています。これは、5 回の試行のうちのベスト

結果（minimum-of-five）の比較と 5 回の試行のうちのワースト結果（maximum-of-five）の比較の

両方に当てはまります。 

 

• 引き分けの場合を無視すると、5 回の試行のうちのベスト結果（minimum-of-five）の比較と 5 回

の試行のうちのワースト結果（maximum-of-five）の両方で、勝ちの割合は入力サイズとともに

増加します。 

 

• 最大(largest)の入力では、15個のうち 10個の入力で、5回の試行のうちのワースト結果（maximum-

of-5）の解が勝ちとなります。したがって、最大(largest)の入力の 2/3 で、MQLib 内の 185 個の

ソルバーの仮想のポートフォリオよりも厳密に優れた解を見つけるには、DW の 1 回の試行だ

けで十分でした。 

 

• 右側のパネルは、DW が中程度および高密度の入力で比較的良好に機能し、疎の入力で比較的劣

ることを示しています。これは、ポートフォリオ・ベースのアプローチの利点を示しています。

すべての入力タイプで常に最良であると期待されるソルバー（古典またはハイブリッド）がな

いためです：疎の入力の効率を調整する新しいソルバーを開発して、solver_v1 ポートフォリオ

に追加することで、さまざまなより広い入力カテゴリで堅牢なパフォーマンスを実現できます。 
 

• 最小(smallest)の入力でいくつかの引き分けが見られます。これは、両方のソルバーのグループが

最適な解を見つけるには 20 分で十分かもしれないことを示唆しています。 

 

 

3 まとめ 
 

このレポートでは、D-Wave ハイブリッド・ソルバー・サービスの一般的な機能について説明し、パフ

ォーマンスの予備的な概要を示します。 結果を要約すると： 

 

• D-Wave ハイブリッド・ソルバー・サービス（HSS）は、操作の低レベルの詳細を隠すインター

フェースを提供することにより、D-Wave 量子コンピューターを使いやすくする重要な一歩とな

ります。 

 

• HSS ポートフォリオ・アプローチにより、ユーザーは任意の入力に対してどのソリューション・

アプローチが最適であるかを決定する必要がなくなります。 

 

• 計算への量子古典ハイブリッド・アプローチは、量子加速を利用して、スタンドアロンの QPU

で可能な入力よりもはるかに大きく多様な入力を解決するための新しい可能性を生み出します。 
 

• HSS の 1 つのハイブリッド・ソルバーのうち小さな(small)パフォーマンス・テストは、実践に関

連するさまざまな入力に関する 37の公開されているソルバーのコレクションと十分に比較でき

ることを示しています。ハイブリッド・ソルバーの相対的なパフォーマンスは、問題のサイズと

ともに増加します。 

 

明らかな問いは、我々が観察するパフォーマンス上の利点のどの程度が、ハイブリッド・ソルバー・サ

ービスのさまざまなコンポーネントで行われた設計の選択（すなわち、量子加速、高速なコンピューテ

ィング・プラットフォーム、高品質のコード、優れたアルゴリズムのアイデアなど）によるものかとい

うことです。これらの要因の相対的な寄与の特徴を明らかにするには、この簡単なレポートの範囲を

もっと超えた広範な体系的なテストが必要になります。これは今後の研究にとって興味深い課題です。 
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A  実験の詳細 
 

この付録では、試験規定（プロトコル）の詳細と、調査のために選択された入力およびソルバーについ

て説明します。 

 

 

A.1 時間測定とパフォーマンス・メトリック 
 

ここで評価されるハイブリッド DW ソルバーには、CPU、GPU、QPU の 3 種類のプラットフォーム

で実行されるコード・コンポーネントがあります。入力の最初のスキャンに基づいて、hybrid_v1 ポー

トフォリオ・ソルバーは、計算に使用される CPU および GPU プラットフォームの数を選択します； 

これらのコンポーネントは独立して非同期で実行され、時折、量子クエリを D-Wave QPU に送信し、

その応答を到着時に組み込みます。 

 

当然のことながら、この複雑な配置は、正確で反復可能なランタイム測定値を取得する上でかなりの

課題を生み出します。ランタイムの測定とレポートに関するポリシーは次のとおりです： 

 

• CPU および GPU コードは、16 GB のメモリ、60 GB の RAM、8 つの仮想コアを備えた NVIDIA 

Tesla V100プラットフォームを含む p3.2xlarge AWSインスタンスで実行されました；そして、

Intel Xeon(R) E5-2686 v4（Broadwell）プラットフォームで実行されました。CPU 時間の測定

は、ハイパースレッディングをオンにして行われました。 

 

• このシステムで使用されるプログラミング言語には、python、cython、C++、および CUDA ツ

ールキットを備えた C++が含まれます。C++コードは常に-Ofast または-O3 最適化フラグを使

用してコンパイルされました。CUDA コンパイラーでは、デフォルトで最適化がオンになっ

ています。 

 

• 量子クエリは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州バーナビーの D-Wave 本社にある D-

Wave 2000Q 低ノイズ・システムに送信されました。量子アルゴリズムのパラメーターは、全

体でデフォルト値に設定されています：アニール時間は 20µs、入力ごとに 100 回の読み取り

です。 

 

• ポートフォリオ・ソルバーの計算経過時間は、時間制限 T としてユーザーが指定します。他

のプラットフォームでソルバーを呼び出す(invoke)ために必要なプロセスをコピー生成(fork)

する単一のスレッドにおいて、グローバル・ランタイム・クロックは同じプラットフォーム上

で開始および終了します。子プロセスは、自分の進行状況を監視し、制限時間 T に達する前

に、親プロセスに解を送信します。 

 

• 個々のソルバーは並列に動作し、QPU と非同期で通信するため、合計計算時間はコンポーネ

ント時間の合計と等しくありません。この設計により、ネットワークのレイテンシ（遅延時

間）や QPU の競合など、制御や予測が不可能な問題によって計算の進行が停滞（ストール）

することがなくなります。 

 

 

A.2  MQLib 
 

MQLib リポジトリ[5] には、Max Cut または QUBO の問題のための 3296 ケースの入力と、10 個の

Max Cut および 27 個の QUBO ヒューリスティック・ソルバーのコレクションが含まれています。ソ

ルバーは C++で実装され、標準の CPU コアで実行されます。また、問題の定式化の間の入力の変換、

テストの実行、結果の分析、特定の入力にとって最適なソルバーの選択などのサポート・ツールの広範

なコレクションも含まれています。 
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これらのソルバーを使用して独立したテストを実行したのではなく、MQLib リポジトリで入手可能な

パフォーマンス・データを参照しました。特に、/data/ディレクトリには、各入力の推奨実行時間制限

T と、時間制限 T に対して 37 個のソルバーすべてを実行することにより得られる参照 コストが、そ

れぞれ 5 回の独立した試行にわたって含まれています。私たちのテストでは、同じ時間制限を使用し、

DW ハイブリッド・ソルバーの 5 回の独立した試行で得られたソリューション・コストを記録してい

ます。 

 

ソルバー  37 個のソルバーの MQLib 実行時間測定は、2018 年に AWSコアを使用して次のように

実施されました[5] ： 

 

Intel Xeon E5-2670 プロセッサーと 4GB のメモリを備えた Amazon Elastic Compute Cloud

（EC3）の 60 台の m3.medium Ubuntu マシンを使用して、ヒューリスティック評価を実行しま

した； コードは -O3 最適化フラグを使用して g++コンパイラーでコンパイルされました。 

 

著者らは、完全な評価（37 個のソルバーおよび 3296 ケースの入力）には、2.0 CPU 年の処理能力、

12.4 日間の計算（60 以上のマシンで）が必要であり、AWS 計算時間での費用は$ 1196.00 であったと

報告しています。 

 

入力  以下の手順を使用して、テストのために MQLib リポジトリから 45 個のインスタンスを選択

しました。 

 

• MQLib 設計者は、すべてのソルバーに与えられたインスタンスでの作業に時間がかかりすぎ

ると、結果が同一になる傾向があると指摘しました。したがって、各インスタンスに、ソルバ

ー間のパフォーマンスを区別できる推奨ランタイム T を割り当てます。 

私たちの選択規定は、T = 20 分の最大推奨実行時間を持つ「ハード」インスタンスと、37 個

のソルバーのうち最大で 2 つが最も良い報告された解を見つけたインスタンスのみを考慮し

ます。45 個の入力のうち 42 個で、正確に 1 つのソルバーがそれを見つけました。残りの 3 つ

の入力では、正確に 2 つのソルバーが引き分けでした。 

 

• 接続されていない、n = 1000 未満の変数、または n = 10,000 を超える変数を含む入力は、選択

されませんでした。 

 

• 残りの入力プールを、サイズ［小（1000≤ n ≤2500）、中（2500 < n ≤5000）、大（5000 < n ≤10000）］

およびエッジ密度［疎（ d ≤ 0.1M ）、中（0.1M  < d ≤0.5M ）、密（ d > 0.5M ）］に従いグ

ループに分割しました。ここで、d はインスタンスの平均エッジ密度、M は n ノードの完全

グラフのエッジの数です。これにより、9 ケースの入力グループが生成されます： グループ

ごとに、上記のようにフィルタリングした後、5 ケースの入力をランダムに均一に選択します。 

 

• Max Cut フォームに格納されている入力は、システムでテストするために等価の QUBO フォ

ームに変換されました。 

 

 

 

 


