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第 1章 本書について 
 

D-Wave システムに問題を投入するときは、ソルバーを介して行います。ソルバーは、問題の実行方

法に影響する特定のパラメーターを受け入れます。本書には、次のプロパティとパラメーターがリス

トされています： 

• QPU（ハードウェア）ソルバー 

• VFYCソルバー、最適化エミュレーター、サンプリング・エミュレーターなどのQPUのような

ソルバー 

• イジング・ヒューリスティック・ソルバー 

 
 

注：すべてのアカウントがすべてのソルバー・タイプにアクセスできるわけではありません。 

 
  

 

第 2章 QPU（ハードウェア）ソルバー 
 

これらのソルバーは、D-Wave QPU に問題を投入し、結果を返します。このセクションでは、これら

のソルバーのプロパティをリストし、問題の投入時に使用できるパラメーターをリストし、解答の形

式について説明します。 

 

すべてのパラメーターとそれらが互いにどのように相互作用するかをリストしたクイック・リファレ

ンスについては、「QPU ソルバーのパラメーター・マトリックス」のセクションを参照してくださ

い。 

 

 

2.1プロパティ 
 

このセクションでは、QPU ソルバーのプロパティをアルファベット順に説明します。 

 

anneal_offset_step 
 

正規化された単位で表されたアニール・オフセット値の量子化ステップ・サイズ。 

 

anneal_offset_step_phi0 
 

物理単位（アニーリング・磁束バイアス(flux-bias)単位）で表された量子化ステップ・サイズ：Φ0 。 

 

anneal_offset_ranges 
 

各量子ビットに対して、正規化されたオフセット単位で表された有効なアニール・オフセット値の範

囲の配列。負の値は、量子ビットのアニール・パスが遅延する可能性のある、正規化されたオフセッ

ト単位の最大数を表します。正の値は、量子ビットのアニール・パスを進めることができる正規化さ

れたオフセット単位の最大数を表します。 

 

anneal_offsets パラメーターを使用する前に、これらの範囲を確認してください。 

 

annealing_time_range 
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1 回のアニーリング（読み取り）に可能な時間の範囲（単位はマイクロ秒）。この範囲の下限は、この

ソルバーでクエンチ（quench：急冷）が起こりうる最速の時間です。annealing_time または

anneal_schedule パラメーターを使用してアニール・スケジュールを調整する場合、この範囲の制限

を超えないようにしてください。 

 

chip_id 
 

ソルバーの名前。 

 

couplers 
 

作業グラフ内のカプラー。カプラーには 2 つの要素[q1、q2]が含まれ、q1 と q2 の両方が、作業量子

ビットのリストに[0、num_qubits-1]の範囲で、昇順（つまり、q1 <q2）で表示されます。これらは、

0 以外の J 値でプログラムできるカプラーです； たとえば、[[0,4]、[1,4]、[2,4]、...] のように。 

 

default_annealing_time 
 

1 回のアニーリング（読み取り）のためのデフォルト（既定）時間（単位はマイクロ秒）。 

annealing_time または anneal_schedule パラメーターを使用して、与えられた問題のアニーリング時

間を変更できますが、annealing_time_range プロパティで指定された上限を超えてはいけません。 

 

default_programming_thermalization 
 

システムが QPU をプログラミングしてからベース温度に戻るまで待機するデフォルトの時間（単位は

マイクロ秒）。この値は、qpu_programming_time の合計に寄与します。この時間は、問題の解ととも

に SAPI によって返されます。 

 

programming_thermalization パラメーターを使用してこの値を変更できますが、デフォルトよりも

低い値は解の品質を犠牲にして解答を加速することに注意してください。 

 

default_readout_thermalization 
 

QPU から各状態が読み取られた後、システムがベース温度に戻るまで待機するデフォルトの時間（単

位はマイクロ秒）。この値は、問題の解とともに SAPI によって返される qpu_delay_time_per_sample

フィールドに寄与します。 

 

extended_j_range 
 

このソルバーの結合強度（2 次形式の係数）、J で取り得る値の拡張範囲。埋め込みによっては、強い

負の結合が必要になる場合があります； ただし、このようなチェーンでは、flux_biases パラメーター

を使用して追加のキャリブレーション（較正）を行い、強い負の結合によって生じるバイアスを補正

する必要があります。per_qubit_couple_range も参照してください。 

 
 

注：磁束バイアス（Flux-bias）・オフセットおよび拡張 J 範囲は、自動スケーリングまたはスピン反

転変換では使用できません。 

 
  

h_gain_schedule_range 
 

このソルバーの量子ビット・バイアスに適用される時間依存ゲインの範囲。h_gain_schedule パラメー

ターを使用してこのゲインを設定する場合、この範囲の制限を超えないようにしてください。 
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h_range 
 

このソルバーの量子ビット・バイアス（線形係数）h がとることのできる値の範囲。auto_scale パラ

メーターを使用すると、これらの範囲外の値を使用して問題を投入し、システムに合わせて自動的に

スケーリングさせることができます。 

 

j_range 
 

このソルバーの結合強度（2 次係数）、J がとることのできる値の範囲。auto_scale パラメーターを使

用すると、これらの範囲外の値を使用して問題を投入し、システムに合わせて自動的にスケーリング

させることができます。extended_j_range も参照してください。 

 

max_anneal_schedule_points 
 

デフォルトのアニール・スケジュールを変更するために投入される PWL 波形で許可される最大ポイン

ト数。anneal_schedule パラメーターを使用して新しいスケジュールを定義する前に、この値を確認

してください。 

 

逆アニーリングの場合、許可される最大ポイント数は、max_anneal_schedule_points プロパティで指

定された数よりも 1 つ多くなります。 

 

max_h_gain_schedule_points 
 

ハミルトニアンの線形係数（量子ビット・バイアス、h パラメーターの項を参照）に時間依存ゲインを

設定するために投入される PWL 波形で許可される最大ポイント数。 h_gain_schedule パラメーター

を使用する前に、この値を確認してください。 

 

num_reads_range 
問題にリクエストできる読み取り回数がとり得る値の範囲； たとえば、[1,1000]。 

 

num_qubits 
 

QPU の作業ビットと非作業ビットの両方の量子ビットの総数； たとえば、2048。 

 

parameters 
 

ソルバーでサポートされているパラメーターのリスト。 

 

per_qubit_coupling_range 
 

このソルバーで量子ビット当たり許される結合範囲。チェーン内の強結合量子ビットに拡張 J 範囲を

使用するときは、このプロパティをチェックします。埋め込みによっては、強い負結合が必要になる

場合があります； ただし、チェーンは、flux_biases パラメーターを使用して、強い負結合によって生

じるバイアスを補正するための追加のキャリブレーション（較正）が必要になる場合があります。 

extended_j_range も参照してください。 

  
 

注：磁束バイアス（Flux-bias）・オフセットおよび拡張 J 範囲は、自動スケーリングまたはスピン反

転変換では使用できません。 

 
 

problem_run_duration_range 
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問題を実行できる時間の範囲（単位はマイクロ秒）。 

 

この範囲の上限は、次の式に従って計算されます。 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  ((𝑃1 +  𝑃2) ∗  𝑃3) +  𝑃4 (1) 

 

ここで、P1、P2、P3、および P4はそれぞれ、annealing_time、readout_thermalization、num_reads

（samples）、および programming_thermalization パラメーターに指定された値です。 

 

programming_thermalization_range 
 

QPU のプログラミング後、システムがベース温度まで冷却するのを待機できる時間の範囲（単位はマ

イクロ秒）。この値は、問題の解と共に SAPI によって返される qpu_programming_time の合計に加

味されます。 

 

programming_thermalization パラメーターを使用してこの値を変更できますが、デフォルトより低

い値は解の品質を犠牲にして解を出すことを加速することに注意してください。ソルバーのデフォル

ト値は、default_programming_thermalization プロパティで指定されます。 

 

qubits 
 

作業グラフ内の作業量子ビットのインデックス。例えば、[0,1,2,3,...] 

 
 

注：D-Wave QPU では、計算に使用できる量子ビットとカプラーのセットは作業グラフと呼ばれま

す。作業グラフの歩留まりは、通常、QPU 内に製造され物理的に存在する量子ビットとカプラーの総

数よりも少なくなります。 

 
 

readout_thermalization_range 
 

各状態が QPU から読み取られた後にシステムがベース温度に戻るまで待機できる時間の範囲（単位は

マイクロ秒）。この値は、問題の解とともに SAPI によって返される qpu_delay_time_per_sample フ

ィールドに加味されます。 

 

supported_problem_types 
 

ソルバーでサポートされている問題タイプを示します。QPU および QPU のようなソルバーは、以下

のエネルギー最小化問題タイプをサポートします： 

 

• qubo － 制約なし二次形式二値変数最適化（QUBO）問題； 0 / 1の値の変数を使用します。 

• ising － イジング・モデルの問題； -1/1の値の変数を使用します。 

 

tags 
 

ソルバーに関する属性を保持できます。この属性を使用して、クライアント・プログラムに別のソル

バーを選択させることができます。 

 

たとえば、次の属性はソルバーを lower_noise として識別します： 

 

  
 

"tags": ["lower_noise"] 
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topology 
 

QPU グラフのトポロジ・タイプ（キメラまたはペガサス）および形状を示します。たとえば、次のト

ポロジは C16 キメラ・グラフです。つまり、QPU には 16 x 16 ブロックのキメラ・ユニット・セルが

あり、各ユニット・セルには K4,4 接続があります。 

 

  
 

vfyc 
 

このソルバーが VFYC ソルバーであるかどうかを示すフラグ。 

 

 

2.2パラメーター 
 

このセクションでは、QPU ソルバーが受け入れるパラメーターをアルファベット順に説明します。概

要については、「QPU ソルバーのパラメーター・マトリックス」のセクションを参照してください。 

 

anneal_offsets 
 

量子ビットごとに、アニーリング・パスへオフセットを与えます。 

 

使用あるいは不使用のすべての量子ビットに対して、アニール・オフセット値の配列を正規化された

オフセット単位で与えます。オフセットなしの場合は 0 を使用します。負の値は負のオフセットを生

成します（量子ビットは標準のアニーリング軌道の後にアニールされます）； 正の値は正のオフセッ

トを生成します（量子ビットは標準軌道の前にアニールされます）。このパラメーターを使用する前

に、ソルバープロパティをクエリして anneal_offset_ranges プロパティが存在するかどうかを確認

し、存在する場合は、量子ビットごとに許可されるオフセット値を取得します。 

 

形式は SAPI クライアントによって異なります： 

 

• Cの場合、このパラメーターはsapi_DoubleArray構造体へのポインターです。 

• MATLABの場合、値をベクトルとして与えます。 

• Pythonの場合、値をリストまたはタプル（tuple）として与えます。 

 

anneal_schedule 
 

グローバル・アニール・スケジュールのバリエーションを紹介します。逆アニールの場合は、

initial_state パラメーターと reinitialize_state パラメーターとともに anneal_schedule パラメーター

を使用します。 

 

アニール・スケジュールのバリエーションは、浮動小数点数の一連のペアによって定義されます。こ

の浮動小数点数はスケジュール内で勾配を変えたい点を示しています。ペアの最初の数値はマイクロ

秒単位の時間 t で、2 番目の数値は範囲[0,1]に正規化されたアニール率（anneal fraction）s です。こ

のように定義されたアニール・スケジュールは、指定されたポイント（複数）を結ぶ折れ線のつなが

った曲線（区分線形曲線：piecewise-linear curve）です。 

 

提供されるアニール・スケジュール・ポイントのセットには、次のルールが適用されます： 

 

• 時間tは、スケジュールのすべてのポイントで増加する必要があります。 

• 順方向アニーリングの場合、最初のポイントは（0, 0）でなければならず、アニール率

（anneal fraction）sは単調に増加する必要があります。 

{"type": "chimera", "shape": [16, 16, 4]} 
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• 逆アニーリングの場合、アニール率（anneal fraction）sはs = 1で開始および終了する必要があ

ります。 

• 最後のポイントでは、アニール率（anneal fraction）sは1に等しく、時間tは

annealing_time_rangeプロパティの最大値を超えてはなりません。 

• ポイントの数は2以上でなければなりません。 

• 上限はシステムに依存しています； max_anneal_schedule_pointsプロパティを確認してくださ

い。逆アニーリングの場合、許可されるポイントの最大数は、このプロパティで指定される

数よりも1つ多くなります。 

• 最大勾配を管理する追加のルールは製品によって異なります。システムのQPUプロパティの

ドキュメントを確認してください。 

 

max_anneal_schedule_points プロパティは、アニール・スケジュールで許可される最大ポイント数を

示し、default_annealing_time はソルバーのアニーリング時間範囲を示します。 

 

形式は SAPI クライアントによって異なります： 

 

• Cの場合、このパラメーターはsapi_AnnealSchedule構造体へのポインターです。 

• MATLABの場合、2要素行列のセル配列としてスケジュールを提供します； 例：{[0.0, 0.0], 

[10.0, 0.3], [20.0, 1.0]} 

• Pythonの場合、2要素のリストまたはタプルのリストまたはタプルとしてスケジュールを提供

します； 例：[[0.0, 0.0], [10.0, 0.3], [20.0, 1.0]] 

 
 

注：annealing_time と anneal_schedule パラメーターは同時に使用できません。 

 
  

 
注：スピン反転変換は、逆アニーリングと互換性がありません。 

 
 

annealing_time 
 

読み取りごとに、量子アニーリング時間の長さ（単位はマイクロ秒）を設定します。この値は、

timing 構造体で返される qpu_anneal_time_per_sample フィールドに入力されます。 

 

アニーリング時間は annealing_time_range ソルバープロパティで指定された範囲内の正の整数でなけ

ればなりません。 

 
 

注：annealing_time と anneal_schedule パラメーターは同時に使用できません。 

 
 

answer_mode 
 

ソルバーから解答を返す方法を示します；次のうち一つです： 

 

• histogram（デフォルト）― エネルギーが増加する順にソートされたヒストグラムとして返

される解答。重複する解答はマージされ、num_occurrencesフィールドが含まれます。 

• raw ― ソルバーから読み取られた順に個々に返される解答。返される時間シーケンスが解デ

ータの重要な部分である場合、この設定を使用します。 

 

後方にある「解答形式」のセクションも参照してください。 

 

auto_scale 
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h値と J値が再スケーリングされるかどうかを示します： 

 

• true  ― 問題のhとJの値は、hの範囲（h_range）とJの範囲（j_range）をできるだけ使用する

ように再スケーリングされます。有効にすると、hとJの値はソルバーのhとJの範囲内にある必

要はありませんが、有限である必要があります。 

• false ― 問題のhおよびJ値がそのまま使用されます。hとJの値がソルバーの範囲外の場合、

問題の投入は失敗します。 

 

各 QPU には、量子ビットとカプラーのバイアスと強さの許容範囲があります。自動スケーリングを明

示的に無効にしない限り、D-Wave ソフトウェアはソルバーに問題を送る前に、問題内で定義された値

が利用可能な範囲全体の値を取ることが出来るよう調整します。 

 

ソルバーの通常の J 範囲を使用する問題の場合、このパラメーターはデフォルトで有効になっていま

す。拡張 J 範囲（extended J range）を使用する問題の場合、それは無効になります（拡張範囲の使

用中は有効にできません）。j_range および extended_j_range も参照してください。 

 
 

注： 磁束バイアス・オフセット（Flux-bias offsets）および拡張 J 範囲（extended J ranges）は、

自動スケーリングまたはスピン反転変換では使用できません。 

 
 

beta 
 

ボルツマン分布パラメーターの値を提供します。サンプリング後処理が有効な場合に使用されます。 

 
 

注：統計力学と同様に、βは温度の逆数を表します：1 /(kBT）。ここで、T はケルビン単位の熱力学的

温度で、kBはボルツマン定数です。D-Wave ソフトウェアでは、後処理が返された解を改良して、β
で特徴付けられるボルツマン分布をターゲットにします。これは、単位なしの浮動小数点数で表され

ます。βの値を選択する場合、値を低くすると、サンプルが最も低いエネルギー状態に拘束されなく

なることに注意してください。βおよびサンプリング後処理アルゴリズムでのβの使用方法の詳細に

ついては、ユーザー・マニュアル：Postprocessing Methods on D-Wave Systems を参照してくださ

い。 

 
 

chains 
 

どの量子ビットが同じ論理変数を表すかを定義します。後処理が有効な場合にのみ使用されます。同

じチェーン内のすべての量子ビットが各サンプル内で同じ値を持つようにします。 

 

チェーン内にある量子ビットのインデックスを提供します。チェーン内の量子ビットは接続されてい

る必要があり、量子ビットは複数回出現することはできません。形式は SAPI クライアントによって

異なります： 

 

• CおよびPythonの場合、リストの中のリストとして量子ビット・インデックスを提供します。 

内部リストは、同じチェーン内の量子ビットのインデックスです； たとえば、

[4,12,20,28,36,44]。 2つの平行な水平の4量子ビット・チェーンの例は 

[[4,12,20,28],[5,13,21,29]] です。 

  ※訳注－量子ビットのインデックスの番号はユーザー・マニュアル：Getting Started with 

the D-Wave SystemのFigure 4.1を参照ください。 

• MATLABの場合、量子ビット・インデックスをセル配列として提供します。 

 

flux_biases 
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チェーンのキャリブレーション（較正）に使用する磁束バイアス（flux-bias）・オフセット値のリス

ト。拡張 J 範囲（extended J range）を使用して特定の埋め込み用の強結合チェーンを作成する場合

に必要になることがよくあります。extended_j_range および per_qubit_couple_range プロパティも

参照してください。 

 

すべての量子ビットに対して、機能するかどうかにかかわらず、正規化されたオフセット・ユニット1 

で磁束バイアス（Flux-bias）・オフセット値の配列を提供します。オフセットなしの場合は 0 を使用

します。このパラメーターを使用する前に、ソルバーのプロパティをクエリして、extended_J_range

プロパティと per_qubit_couple_range プロパティが存在するかどうかを判断します。形式は SAPI ク

ライアントによって異なります： 

 

• Cの場合、このパラメーターはsapi_DoubleArray 構造体へのポインターです。 

• MATLABの場合、値をベクトルとして提供します。 

• Pythonの場合、値をリストまたはタプルとして提供します。 

 
 

注： 磁束バイアス（Flux-bias）・オフセットおよび拡張 J 範囲（extended J ranges）は、自動スケー

リングまたはスピン反転変換では使用できません。 

 
 

flux_drift_compensation 
 

D-Wave システムが磁束ドリフト（flux drift）を補正するかどうかを示すブーリアン（論理）フラッ

グ。そのための手順は、Technical Description of the D-Wave Quantum Processing Unit の付録 A で

詳細に説明されています。 

 

• flux_drift_compensation = true（デフォルト）― 磁束ドリフトを補正します。 

• flux_drift_compensation = false  ― 磁束ドリフトを補正しません。このパラメーターを無効

にすると、磁束バイアス（Flux-bias）・オフセットを手動で適用できます。flux_biasesを参照

してください。 

 

h 
 

イジング問題の場合、h 値は問題の量子ビットに適用される線形係数（バイアス）です。 

 

量子アニーリング・プロセス2  はハミルトニアンのエネルギー関数を最小化し、h に答えが乗算され

るため、返される状態はバイアスとして提供されるものとは反対の符号に向かう傾向があります。た

とえば、量子ビットに h 値-1 をバイアスすると、解の最終状態が+1 になる可能性が高くなります。 

 

問題定義は、h 値と J 値の両方で構成されます。たとえば、q1と q4が-1 でバイアスされ、q0、q2、

q3、q4、および q6が+1 でバイアスされる 7 量子ビットの問題は次のとおりです。量子ビット q0と q6

は、それらの間の強さ-1 の強磁性結合を持っています。 

 

  
 

ソルバーでサポートされている h 範囲を確認するには、その h_range プロパティを確認してくださ

い。auto_scale パラメーターを使用すると、h_range および j_range 以外の値の問題を投入し、シス

テムに合わせて自動的にスケーリングさせることができます。 

  
 

 
1 量子ビット本体に適用される磁束バイアス（Flux-bias）は、Φ0 の単位です。 

2 QPU のようなソルバーはこのプロセスをエミュレートします。 

h = [1, -1, 1, 1, -1, 1, 1] 

J = {(0, 6): -1} 
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注： QPU ソルバーの場合、プログラミング・サイクルは、与えられたイジング問題の特定の h およ

び J 値（または、与えられた QUBO 問題の場合は Q 値）にソルバーをプログラムします。ただし、

QPU の精度が制限されているため、ソルバーで実現される h および J 値（または Q 値）は、要求さ

れた値からわずかにずれる場合があります。詳細については、ユーザー・マニュアル：Technical 

Description of the D-Wave Quantum Processing Unit を参照してください。 

 
  

 
注：QUBO 問題については、h と J の代わりに Q を使用してください。イジング問題と QUBO 問題

の両者の定式化の間の変換に関する詳細およびインストラクションについては、「Q」の項を参照して

ください。 

 
 

h_gain_schedule 
 

ハミルトニアンの線形係数（量子ビット・バイアス、h パラメーターを参照のこと）の時間依存ゲイン

を設定します。 このパラメーターを使用すると、次の（2）式の g(t) 関数を指定できます： 

 

 
 

ここで、�̂�𝑥,𝑧
(𝑖)

 は量子ビット qiで動作するパウリ行列で、hi と Ji,jは量子ビット・バイアスと結合強度で

す。 

 

この時間依存ゲイン g(t) は、anneal_schedule パラメーターと同様に、h に適用されるゲインを変更

するスケジュール内のポイントを識別する一連の浮動小数点数のペアによって指定されます。このペ

アの最初の要素は時間 t（単位は、マイクロ秒）です。2 番目の要素は、範囲 h_gain_schedule_range

で表される g（単位は無し）です。結果の時間依存ゲインは、anneal_schedule と同じ時間範囲で指定

されたポイントを接続する区分線形曲線です。 

 

提供されるゲイン・ポイントのセットには、次のルールが適用されます： 

 

• スケジュールのすべてのポイントで、時間t（単位は、マイクロ秒）を増やす必要がありま

す。 

• 最初の時点はゼロ（t = 0.0）でなければならず、その後単調に増加する必要があります。 

• 最終時刻は、anneal_scheduleの最終時刻と一致する必要があります。 

• ポイントの数は2以上でなければなりません。上限はシステムに依存しています； 

max_anneal_schedule_pointsプロパティを確認してください。 

• 最大勾配（つまり、g(t) が変化する速さ）を管理する追加のルールは製品によって異なりま

す； 当該システムのQPUプロパティドキュメントを確認してください。 

• 許可されるゲイン値の範囲は、ソルバーのプロパティです；ソルバーのh_gain_schedule_range

を確認してください。 

 

max_anneal_schedule_points プロパティは、アニーリング・スケジュールで許されるポイントの最大

数を示し、h_gain_schedule_range は許されるゲイン値変更の最大値を表し、

max_h_gain_schedule_points はそのソルバーにとって許されるゲイン値の最小値と最大値を表してい

ます。 

 

指定しない場合、g(t) のデフォルト値は 1 で、明示的に次のようにコーディングできます： 

 

  
 

h_gain_schedule=[[0,1],[t_final,1]] 
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ここで、t_final は要求されたアニーリング時間です。 

 

形式は SAPI クライアントによって異なります： 

 

• Cの場合、このパラメーターはh_gain_schedule構造体へのポインターです。 

• MATLABの場合、2要素行列のセル配列としてスケジュールを提供します； 例：
{[0.0,0.25],[10.0,0.35],[20.0,0.5]} 

• Pythonの場合、2要素のリストまたはタプルの一つのリストまたは一つのタプルとしてスケジ

ュールを提供します； 例：[[0.0,0.0],[10.0,0.25],[20.0,0.4]] 

 

initial_state 
 

逆アニーリング機能を使用する場合、システムが設定されている初期状態を指定する必要がありま

す。このパラメーターを anneal_schedule パラメーターと共に含めると、要求されたアニール・スケ

ジュールの変更も逆アニールであることを示します。 

 

この initial_state パラメーターは、すべての量子ビットの初期の古典的状態を指定します。 

（qubit、state）のペアを与えて下さい。ここで、qubit は量子ビット・インデックス、i で、state は

次のとおりです： 

 

• -1または1  ― イジング問題、アクティブな量子ビット 

• 0または1  ― QUBO問題、アクティブな量子ビット 

• 3  ― 不使用または非アクティブな量子ビット 

 

形式は SAPI クライアントによって異なります； すべての場合、長さは量子ビットの総数に等しくな

ります： 

 

• Cの場合、sapi_ReverseAnneal構造を使用して配列を提供します。 

• MATLABの場合、(qubit, state) ペアの密集合をベクトルとして提供します。 

• Pythonの場合、(qubit, state) ペアの密集合をリストまたはタプルとして提供します。 

 

タイミングに影響しますが、アニールの度にこの状態を再設定（reassert）するオプションがありま

す； reinitialize_state をご覧ください。 

 
 

注：スピン反転変換は、逆アニーリングと互換性がありません。 

 
 

J 
 

イジング問題の場合、J 値は問題のカプラーに適用される 2 次係数です。このパラメーターは、量子ビ

ットのペア間の結合のタイプと強度を定義します： 

 

• J < 0：強磁性結合； 結合量子ビットは、同じ状態であることが望ましい、（1、1）または（-

1、-1）。 

• J > 0：反強磁性結合； 結合量子ビットは反対の状態にあることを好み、（−1、1）または

（1、−1）。 

• J = 0：カップリングなし； 量子ビット状態は互いに影響しません。 

 

J の絶対値が大きいほど、結合は強くなります。 

 

問題定義は、h 値と J 値の両方で構成されます。以下は、q0と q6の間の結合強度が-1 の 7 量子ビット

問題です。 
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ソルバーでサポートされている J 範囲を確認するには、j_range プロパティを確認してください。 

auto_scale パラメーターを使用すると、h_range および j_range の範囲外の値を持つ問題を投入し、

システムが自動的にそれらに合うようにスケーリングすることができます。いくつかのソルバーは、

カップリングを強化するために拡張 J 範囲をサポートしています。ただし、自動スケーリングまたは

スピン反転変換では拡張 J 範囲を使用できないことに注意してください。詳細については、

extended_j_range の項を参照してください。 

 
 

注：QPU ソルバーの場合、プログラミング・サイクルは、与えられたイジング問題に対して指定され

た h および J 値（または与えられた QUBO 問題の Q 値）にソルバーをプログラムします。ただし、

QPU の精度は制限されているため、ソルバーで実現される h および J 値（または Q 値）は、要求さ

れた値からわずかにずれる場合があります。詳細については、ユーザー・マニュアル：Technical 

Description of the D-Wave Quantum Processing Unit を参照してください。 

 
  

 
注： QUBO の問題については、h と J の代わりに Q を使用してください。定式化の間の変換に関す

る詳細とインストラクションについては、「Q」の項を参照してください。 

 
 

max_answers 
 

ソルバーから返される解答の最大数を指定します： 

 

• answer_modeがhistogramの場合 ― 個別の解答の総数。 

• answer_modeがraw（未加工）の場合 ―  返される値はnum_reads個のサンプルの最初の

max_answers個に制限されます。このモードでは、max_answersがnum_readsを超えないように

してください。 

 

max_answers は 0 以上の整数でなければなりません；デフォルトは num_reads です。 

 

num_reads 
 

ソルバーから読む3べき状態（出力ソリューション）の数を示します。正の整数でなければなりませ

ん； デフォルトは 1 です。 

 

num_spin_reversal_transforms 
 

実行するスピン反転変換4の数を指定します。 

 

このパラメーターを使用して、問題に対して実行するスピン反転変換の数を指定します。有効な値の

範囲は、0（問題を変換しない；デフォルト値）から、指定された num-reads に等しいかそれを越え

ない値までです。ゼロ以外の値を指定すると、システムは読み取り数をスピン反転変換の数で割っ

て、各変換に必要な読み取り数を決定します。たとえば、読み取りの数が 10 で、変換の数が 2 の場

合、5 回の読み取りは最初の変換を使用し、5 回は 2 番目の変換を使用します。 

 

スピン反転変換を適用すると、QPU に存在する可能性のあるアナログ・エラーの影響を減らすことに

より、結果を改善できます。この手法は次のように機能します：n 変数イジング問題が与えられた場

 
3 読み取りと同義の用語は、アニールとサンプルです。 

4 ゲージ変換とも呼ばれます。 

h = [1, -1, 1, 1, -1, 1, 1] 

J = {(0, 6): -1} 
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合、ランダムに g ∈ {±1}𝑛 を選択し、hi ↦ higiおよび Jij ↦ Jijgigjを介して問題を変換できます。スピ

ン反転変換は、イジング問題の数学的性質を変えることはありません。元の問題の解 s と変換された

問題の 𝑠𝑖
,  は、𝑠𝑖

,  = sigiによって関連付けられており、同じエネルギーを持っています。ただし、QPU

は非対称の物理オブジェクトであるため、サンプル統計はスピン反転変換の影響を受ける可能性があ

ります。 

 

スピン反転変換は、後処理およびチェーンで正しく機能します。多数決（Majority voting）は、変換

された状態においてではなく、元の問題の状態で発生します。 

 

各変換は QPU を再プログラミングすることに注意してください； したがって、複数の変換を使用す

ると、問題の解決に必要な時間が長くなります。タイミングの詳細については、ユーザー・マニュア

ル：Measuring Computation Time on D-Wave Systems を参照してください。 

 
 

注： 磁束バイアス（Flux-bias）・オフセットおよび拡張 J 範囲は、自動スケーリングまたはスピン反

転変換では使用できません。さらに、スピン反転変換は、逆アニーリングと互換性がありません。 

 
 

postprocess 
 

未加工（raw）の解で実行する後処理のタイプを定義します： 

 

• “”（空の文字列）― 後処理なし（デフォルト）。VFYCソルバーでこのオプションが選択さ

れている場合、sampling（サンプリング）後処理が実行されることに注意してください。 

• sampling ― 各サンプルから開始する単一のビットフリップを使用して、短いマルコフ連鎖モ

ンテカルロ（MCMC）アルゴリズムを実行します。ターゲット確率分布は、逆温度βでのボ

ルツマン分布です。 

• optimization ― 各サンプルで局所検索を実施し、局所最小値で停止します。 

 
 

注：VFYC ソルバーを使用する問題の場合、後処理は常に実行されます。デフォルトでは、sampling

後処理がデフォルトのβ値 10 を使用して実行されます。 

 
 

後処理が有効になっている場合、chains パラメーターで定義された同じチェーン内の量子ビットは、

多数決（majority vote）によって同じ値に最初に設定されます。論理的な問題に対して後処理が実行

されますが、量子ビットレベルの解答が返されます。後処理の詳細については、ユーザー・マニュア

ル：Postprocessing Methods on D-Wave Systems を参照してください。 

 

programming_thermalization 
 

QPU をプログラミングしてからベース温度に冷却するまで待機する時間（単位：マイクロ秒）を指定

します（つまり、プログラミング後の熱を調節する時間）。値を低くすると、解の品質が低下します

が、解を求める速さは加速されます。この値は 整数でなければなりません。この値は、

qpu_programming_time の合計に寄与し、問題の解とともに SAPI によって返されます。 

 

ソルバーのデフォルト値は、default_programming_thermalization プロパティで指定されます。可能

な値の範囲は、programming_thermalization_range プロパティで指定されます。 

 

Q 
 

制約なし二次形式二値変数最適化（QUBO）問題は、上三角行列 Q（実数係数の N×N 行列）と x（2

進変数のベクトル）を使用して定義されます。Q の対角要素は、量子ビットにバイアスをかける線形
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係数です（イジング問題の h に類似）。非ゼロの非対角項は、変数間の結合の強さを定義する 2 次係数

です（イジング問題の J に類似）。 

 

入力はフル行列でもスパース行列でもよいです。上三角値と下三角値の両方を使用できます； （i, j）

および（j, i）エントリが一緒に追加されます。存在しないカプラーに Q 値が割り当てられると、例外

が発生します。作業中のカプラーによってインデックス付けされたエントリのみがゼロ以外になるこ

とが出来ます。 

 

形式は SAPI クライアントに依存します： 

 

• C ― Developer Guide for C のsapi_Problem構造を参照してください。 

• MATLAB  ― QUBO係数のマトリックス。 

• Python ― QUBO係数の辞書。 

 

QUBO の問題は、ソルバーで実行される前にイジング形式に変換されます。イジング形式では、h

（量子ビット・バイアス）と J（結合強度）を使用して問題を表します； 「h」と「J」の項も参照し

てください。 

 

問題を送る前に、ソルバーに許可されている範囲の h_range および j_range プロパティを確認してく

ださい。デフォルトでは、サポートされている範囲外の値に関する問題は、サポートされている範囲

内に収まるように縮小されることに注意してください； 詳細については、auto_scale パラメーターを

参照してください。いくつかのソルバーは、カップリングを強化するために拡張 J 範囲をサポートし

ています。ただし、自動スケーリングまたはスピン反転変換では拡張 J 範囲を使用できないことに注

意してください。詳細については、extended_j_range の項を参照してください。 

 
 

注：QPU ソルバーの場合、プログラミング・サイクルは、与えられたイジング問題の特定の h および

J 値（または与えられた QUBO 問題の Q 値）にソルバーをプログラムします。ただし、QPU の精度

は制限されているため、ソルバーで実現される h および J 値（または Q 値）は、要求された値からわ

ずかに逸脱する場合があります。詳細については、ユーザー・マニュアル：Technical Description of 

the D-Wave Quantum Processing Unit を参照してください。 

 
 

[問題の変換] 
 

QUBO とイジング問題の定式化間の変換は次のとおりです： 

 
𝑠 = 2𝑞 − 1 (3) 

 

係数を QUBO からイジングに変換するには： 

 

𝐽𝑖,𝑗 =
1

4
𝑄𝑖,𝑗 (4) 

 

ℎ𝑖 =
1

2
𝑄𝑖,𝑗 +

1

4
∑ 𝑄𝑖,𝑗

𝑖<𝑗

(5) 

 

または、イジングから QUBO への変換は： 

 
𝑄𝑖,𝑗 = 4𝐽𝑖,𝑗 (6) 

 

𝑄𝑖,𝑗 = 2ℎ𝑖 −
1

2
∑ 𝑄𝑖,𝑗

𝑖<𝑗

(7) 
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たとえば、QUBO 形式のこの 2 量子ビット問題、 

 

  
 

は、イジング形式では次のとおりです： 

 

  
 

対応する解のエネルギーには、次に示す一定の差があります： 

 
1

2
∑ 𝑄𝑖,𝑗

𝑖

+
1

4
∑ 𝑄𝑖,𝑗

𝑖<𝑗

(8) 

 

qpu_access_overhead_time 
 

問題の処理中に低レベルの操作に費やされる初期化時間はわずかです； 約 1 ミリ秒。この値は、完了

した問題に対してソルバーAPI によって返されるタイミング情報に含まれています。 

 

readout_thermalization 
 

各状態が QPU から読み取られてからベース温度に冷却されるまで待機する時間（単位：マイクロ秒）

を指定します（つまり、読み取り後の熱を調節する時間（post-readout thermalization time））。この

値は、問題解決とともに SAPI によって返される qpu_delay_time_per_sample フィールドに寄与しま

す。値は整数でなければなりません。 

 

reduce_intersample_correlation 
 

読み取りと読み取りの間に遅延を追加することにより、スピン・バス分極効果（spin-bath 

polarization effect）5によって引き起こされるサンプル間の相関を減らします。 

 

システムが遅延を追加するかどうかを示す論理値（ブーリアン）のフラグ。 

 

• reduce_intersample_correlation = true  ―  遅延を追加します。 

• reduce_intersample_correlation = false（デフォルト）―  遅延を追加しません。 

 
 

重要：このパラメーターを有効にすると、問題の実行時間が大幅に増加します。使用システムに設定

された問題の最大実行時間を超えないようにするには、この機能を使用するときに読み取り回数を制

限します。タイミングの詳細については、ユーザー・マニュアル：Measuring Computation Time on 

D-Wave Systems を参照してください。 

 
 

reinitialize_state 
 

逆アニーリング機能を使用する場合、システムが設定される初期状態を指定する必要があります； 

initial_state パラメーターを参照してください。ソルバーAPI の 1 回の呼び出しで複数の読み取りが

要求された場合、システムの開始状態には 2 つのオプションがあります。これらは、

reinitialize_state 論理値パラメーターによって制御されます。 

 

 
5 この効果の詳細については、ユーザー・マニュアル：Technical Description of the D-Wave Quantum Processing Unit を参照して

ください。 

Q = (0,5): -10, 

h = [-2.5, 0, 0, 0, 0, -2.5], J = {(0, 5): -2.5}. 



D-Wave Solver Properties and Parameters Reference 

15 
D-Wave User Manual 09-1169A-G 
Copyright © D-Wave Systems Inc. 

• reinitialize_state = true（デフォルト）― アニール読み出しサイクルごとに初期状態を再初期

化します。各アニールは、initial_stateパラメーターで指定された状態から始まります。再初期

化に必要な時間はシステムによって異なります； 通常のD-Wave 2000Qシステムでは、この操

作に100〜600マイクロ秒が必要です。 

• reinitialize_state = false ― 最初のアニール・サイクルの前に、最初にのみ初期化します。 

各アニール（最初のアニール後のアニール）は、前のサイクル後の量子ビットの最終状態か

ら初期化されます。このパラメーターが無効になっている場合でも、逆アニーリングにより

少し時間（≈10 µs）が追加されることに注意してください。 

 

C クライアントの場合、このパラメーターは sapi_ReverseAnneal 構造体の一部です。 

 

anneal_schedule の項も参照してください。 

 

reverse_anneal 
 

C クライアントにのみ関連します。逆（リバース）アニールの開始時のシステムの初期状態を定義す

る sapi_ReverseAnneal 構造体へのポインターです。 

 

 

2.3 解答形式 
 

QPU ソルバーによって返される解答の形式は、answer_mode パラメーターの設定によって異なりま

す： 

 

• rawの場合 ― 答えには、solutions （解）とenergies（エネルギー）の2つのフィールドが含

まれます。solutions （解）フィールドは複数のリストのリストです； 内部リストはすべて

num_qubits長で、イジング問題の場合は－1、＋1、QUBO問題の場合は0、1の値をとります。 

値3は、使用済みまたは非アクティブの量子ビットを示します。energies（エネルギー）フィ

ールドには、対応する各解のエネルギーが含まれています。 

• histogramの場合 ― 答えにはsolutions （解）とenergies（エネルギー）が含まれています

が、この場合、同一の解はひとつにまとめられ、エネルギーの昇順で並べ替えられます。追

加のフィールドnum_occurrencesは、各解が出現した回数を示します。 
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第 3章 QPUのようなソルバー 
 

このセクションでは、仮想フルイールド・キメラ（VFYC）ソルバー、最適化エミュレーター、サンプ

リング・エミュレーターを含む「QPU のような」ソルバーについて説明します。これらのソルバー

は、QPU ソルバーと同様のプロパティを持ち、同様のパラメーターを受け入れます。違いを以下に示

します。 

 
 

注：すべてのアカウントがこれらのソルバーにアクセスできるわけではありません。 

 
 

 

3.1 VFYC ソルバー 
 

VFYC ソルバーは、システムの理想化された抽象化に基づいて、完全に接続されたキメラ・グラフを

エミュレートします。このソルバーを介して、特定の作業グラフでは表現できないキメラ構造グラフ

に対応する変数は、QPU および統合された後処理システムとのハイブリッドな使用により決定され、

QPU に影響する可能性のある欠落した量子ビットとカプラーを効果的に埋めます。VFYC ソルバーの

詳細および後処理システムとの統合方法については、ユーザー・マニュアル：Postprocessing 

Methods on D-Wave Systems を参照してください。 

 

VFYC ソルバーのプロパティとそれが受け入れるパラメーターは、上記の QPU ソルバーと同じです

が、次の違いがあります： 

 

• VFYCソルバーを使用する問題の場合、後処理は常に実行されます。後処理オプションを選択

しない場合、サンプリング（sampling）後処理が実行されます。 

• サンプリング（sampling）後処理の実行時、デフォルトのβ値は10です。 

 

 

3.2 最適化エミュレーターとサンプリング・エミュレーター 
 

ソフトウェア・ソルバーは、ハードウェアを複数回呼び出す最適化やサンプリング・アルゴリズムの

プロトタイピングに役立ちます。エミュレーター・ソルバーの最適化は、QPU と同じタイプの最適化

問題を解決しますが、従来のソフトウェア・アルゴリズムを使用します。サンプリング・エミュレー

ター・ソルバーは、QPU の確率的性質を模倣して、確率的モデルのトレーニングに使用できるサンプ

ルを取り出せます。 

 

これらのソルバーには、次の文字列で終わる名前がついています： 

 
• -sw_optimize 

• -sw_sample 

 

最適化エミュレーター（Optimizing Emulators） 
 

このクラスのソルバーは完全に決定論的であるため、一部のパラメーターの意味（セマンティクス）

は異なります。返される解の数は、常に max_answers と num_reads×num_programming_cycles の

うち少ない方です。返される解は、エネルギーの増加順にソートされた最低エネルギー状態です。 

 

これらのソルバーは、上で述べた次のパラメーターを受け入れます： 

 
• answer_mode 
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• max_answers 

• num_reads 

 

各フィールドの許容範囲とデフォルト値を次の表に示します。 

 

 
 

answer_mode が histogram の場合、num_occurrences フィールドにはすべて 1 が含まれますが、最

低エネルギーの解を除きます。その最初のエントリは、すべてのエントリの合計が num_reads×
num_programming_cycles になるように設定されます。 

 
 

注：num_programming_cycles パラメーターは非推奨であり、将来のリリースで削除される予定で

す。それに応じてコードの更新を計画してください。 

 
 

サンプリング・エミュレーター（Sampling Emulators） 
 

このクラスのソルバーは QPU の確率的性質を模倣し、ボルツマン分布からサンプルを取り出します； 

つまり、状態 s は、以下に比例する確率でサンプリングされます： 

 

exp(−𝛽𝐸(𝑠)) 

 

ここで、βは何らかのパラメーターであり、E(s)は状態 s のエネルギーです。 

これらのソルバーは、上述の次のパラメーターを受け入れます。 

 
• answer_mode 
• beta 

• max_answers 
• num_reads 

• random_seed 

 

このリストに加えて、サンプリング・エミュレーターは追加のパラメーターrandom-seed を受け入れ

ます： このパラメーターは、乱数ジェネレーターのシードを提供します。提供されている場合、ソル

バーは同じパラメーターを使用して同じ問題を解決し、毎回同じ結果を生成します。値が提供されな

い場合、時間ベースのシードが選択され、解は異なります。 

 

各フィールドの許容範囲とデフォルト値を次の表に示します。 
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第 4章 イジング・ヒューリスティック・ソルバー 
 

 
注： すべてのアカウントがこのタイプのソルバーにアクセスできるわけではありません。 

 
 

イジング・ヒューリスティック・ソルバーは、複雑な問題構造を解決することを目的としています。 

他のソルバーとの重要な違いがいくつかあります： 

 

• 決まった問題構造はありません。特に、このソルバーには、num_qubits、qubits、および

couplersのプロパティがありません。 

• 返される解は1つのみであり、最適であるとは限りません。 

• ソルバーのプロパティとパラメーターは、他のソルバーのプロパティとパラメーターから完

全に切り離されています。 

• QSageソルバーでは使用できません。 

 

このヒューリスティック・ソルバーは、任意の構造の問題を処理できることに注意してください。 

 

 

4.1 アルゴリズム 
 

ヒューリスティック・ソルバーのコアは、低木幅のサブグラフの最適化に基づく局所検索です。擬似

コードで： 

 

  
 

local_stuck_limit 値は、ユーザー指定のパラメーターです。「低木幅のサブ問題」を構成するものは、

パラメーターmax_local_complexity によって決まります。時間制限は、パラメーター

time_limit_seconds によって提供されます。 

 

局所極小値を回避するために、解の複数のコピーが作成され、ビットがランダムに反転されます。 

 

function local_search(problem, x) 

stuck = 0 

e = evaluate(problem, x) 

while (time limit not exceeded) and (stuck <= local_stuck_limit) 

select random low-treewidth subproblem 

(new_e, x) = solve(subproblem, x) if 

subproblem is the entire problem 

return (new_e, x, exact=true) 

if new_e < e 

stuck = 0 

else 

stuck = stuck + 1 

e = new_e 

return (e, x, exact=false) 



D-Wave Solver Properties and Parameters Reference 

19 
D-Wave User Manual 09-1169A-G 
Copyright © D-Wave Systems Inc. 

  
  

  
 

ising_heuristic 関数では、iteration_limit および num_perturbed_copies はユーザー指定のパラメー

ターです。（i に依存する）ビット反転確率 p(i) は、パラメーターmin_bit_flip_prob および

max_bit_flip_prob によって決定されます。 

 

 

4.2 ソルバー名 
 

ising-heuristic 

 

 

4.3 プロパティ 
 

なし。共通プロパティの supported_problem_types を除く。 

 

 

4.4 パラメーター 
 

このセクションでは、ヒューリスティック・ソルバーの使用で受け入れられるパラメーターをアルフ

ァベット順に説明します。概要とデフォルト値については、「イジング・ヒューリスティック・ソルバ

ーのパラメーター概要」の項 を参照してください。 

 
 

注：ここで説明するこれらのパラメーターの多くは、ヒューリスティック・アルゴリズムの高水準な

理解が必要です。パラメーターの設定は、ソルバーのパフォーマンスと解の品質に大きく影響しま

す。一般に、良い値が何であるかを演繹的に知ることは困難です； デフォルトは、積極的な検索より

も実行時間を短縮するために選択されます。したがって、これらの値での実験をお勧めします。 

 

function local_search(problem, x) 

stuck = 0 

e = evaluate(problem, x) 

while (time limit not exceeded) and (stuck <= local_stuck_limit) 

select random low-treewidth subproblem 

(new_e, x) = solve(subproblem, x) if 

subproblem is the entire problem 

return (new_e, x, exact=true) 

if new_e < e 

stuck = 0 

else 

stuck = stuck + 1 

e = new_e 

return (e, x, exact=false) 

function local_search(problem, x) 

stuck = 0 

e = evaluate(problem, x) 

while (time limit not exceeded) and (stuck <= local_stuck_limit) 

select random low-treewidth subproblem 

(new_e, x) = solve(subproblem, x) if 

subproblem is the entire problem 

return (new_e, x, exact=true) 

if new_e < e 

stuck = 0 

else 

stuck = stuck + 1 

e = new_e 

return (e, x, exact=false) 
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iteration_limit 
 

初期局所検索を含まないソルバー反復の最大数を指定します。 

 

0 以上の整数でなければなりません； デフォルトは 10 です。 

 

local_stuck_limit 
 

解が局所最適であると判断する前に、解の品質を向上させない連続した局所検索ステップの数を指定

します。値を大きくすると、局所検索がより詳細になりますが、実行時間が長くなります。 

 

0 以上の整数でなければなりません；デフォルトは 8 です。 

 

max_bit_flip_prob 
 

ビット反転確率の範囲。各ビットが反転する確率は、摂動された解のコピーごとに一定ですが、コピ

ーによって異なります。使用される確率は、min_bit_flip_prob と max_bit_flip_prob の間で線形補間

されます。値を大きくすると、解空間の探索が広がり、局所最小値からの脱出が容易になりますが、

最適に近い解が破棄される場合があります。 

 

数値[0.0 1.0]および min_bit_flip_prob <= max_bit_flip_prob でなければならず、デフォルトは

min_bit_flip_prob = 1.0 / 32.0、max_bit_flip_prob = 1.0 / 8.0 です。 

 

max_local_complexity 
 

局所検索中に使用されるサブグラフの最大複雑度を指定します。このパラメーターでは、局所検索の

各ステップの実行時間とメモリ要件は指数関数的です。値を大きくすると、サブグラフを大きくでき

ます（解の品質を向上させることができます）が、より多くの時間とスペースが必要です。ここでの

サブグラフの「複雑さ」は、treewidth + 1 を意味します。 

 

0 以上の整数でなければなりません； デフォルトは 9 です。 

 

min_bit_flip_prob 
 

ビット反転確率の範囲。各ビットが反転する確率は、摂動された解コピーごとに一定ですが、コピー

によって異なります。使用される確率は、min_bit_flip_prob と max_bit_flip_prob の間で線形補間さ

れます。値を大きくすると、解空間の探索が広がり、局所最小値からの脱出が容易になりますが、最

適に近い解は破棄される場合があります。 

 

数値[0.0 1.0]および min_bit_flip_prob <= max_bit_flip_prob でなければならず、デフォルトは

min_bit_flip_prob = 1.0 / 32.0、max_bit_flip_prob = 1.0 / 8.0 です。 

 

num_perturbed_copies 
 

各反復で作成された摂動解コピーの数。実行時間はこの値に比例します。 

 

0 以上の整数でなければなりません；デフォルトは 4 です。 

 

num_variables 
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変数の数の下限を提供します。このソルバーは任意の構造の問題を受け入れることができ、返される

解のサイズは問題の最大変数インデックスによって決まります。このパラメーターを設定すること

で、解のサイズを増やすことができます。 

 

0 以上の整数でなければなりません；デフォルトは 0 です。 

 

random_seed 
 

乱数ジェネレーターのシードを提供します。値を指定した場合、同じパラメーターで同じ問題を解く

と、読み取りごとに同じ結果が生成されます。値が指定されていない場合、時間ベースのシードが選

択されます。 

 

実際には、実経過時間ベース（wall clock-based）のタイムアウトを使用すると、同じ random_seed

値で異なる結果が生じる場合があります。同じ問題が異なる CPU 負荷条件（または異なるパフォーマ

ンスのコンピューター）で実行される場合、アルゴリズムが決定論的であるという事実にもかかわら

ず、完了した作業量が異なる場合があります。結果の再現性が重要な場合は、time_limit_seconds パ

ラメーターではなく iteration_limit パラメーターを使用して、停止基準を設定します。 

 

0 以上の整数でなければなりません；デフォルトは時間ベースのシードです。 

 

time_limit_seconds 
 

実経過時間（wall clock time）の最大時間を秒単位で指定します。実際の実行時間は、この値をわず

かに超えます。 

0.0 以上の数値でなければなりません；デフォルトは 5.0 です。 

 

 

4.5 イジング・ヒューリスティック・ソルバーのパラメーター概要 
 

イジング・ヒューリスティック・ソルバー（Ising heuristic solver）のパラメーターとそのデフォルト

を、以下の表にまとめます。 

 
表 1：イジング・ヒューリスティック・ソルバーのパラメーター 
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第 5章 クイック・リファレンス・テーブル 
 

このセクションでは、2 つのクイック・リファレンス・テーブルを提供します。「ソルバー・タイプご

とのプロパティとパラメーター概要」および「QPU ソルバー・パラメーター・マトリックス」です。 

 

 

5.1 ソルバー・タイプごとのプロパティとパラメーター概要 
 

次の表は、前述の各ソルバーのプロパティとパラメーターをまとめたものです。QPU ソルバー・パラ

メーターのリリース固有の詳細については、「QPU ソルバー・パラメーター・マトリックス」を参照

してください。 

 
 

注： すべてのアカウントが全ソルバー・タイプにアクセスできるわけではありません。 
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Solver Type Properties Parameters 
QPU and 
VFYC solvers 

• anneal_offset_step 
• anneal_offset_step_phi0 
• anneal_offset_ranges 
• annealing_time_range 
• chip_id 
• couplers 
• default_annealing_time 
• default_programming_thermalization 
• default_readout_thermalization 
• extended_j_range 
• h_gain_schedule_range 
• h_range 
• j_range 
• max_anneal_schedule_points 
• max_h_gain_schedule_points 
• num_reads_range 
• num_qubits 
• parameters 
• per_qubit_coupling_range 
• problem_run_duration_range 
• qubits 
• readout_thermalization_range 
• supported_problem_types 
• tags 
• topology 
• vfyc 

• anneal_offsets 
• anneal_schedule 
• annealing_time 
• answer_mode 
• auto_scale 
• beta 
• chains 
• flux_biases 
• flux_drift_compensation 
• h_gain_schedule 
• initial_state 
• max_answers 
• num_reads 
• num_spin_reversal_transforms 
• postprocess 
• programming_thermalization 
• qpu_access_overhead_time 
• reduce_intersample_correlation 
• readout_thermalization 
• reinitialize_state 
• reverse_anneal 

Optimizing 
emulators 

• couplers 
• num_qubits 
• num_reads_range 
• parameters 
• qubits 
• supported_problem_types 

• answer_mode 
• max_answers 
• num_reads 

Sampling 
emulators 

• beta_range 
• couplers 
• default_beta 
• num_qubits 
• num_reads_range 
• parameters 
• qubits 
• supported_problem_types 

• answer_mode 
• beta 
• max_answers 
• num_reads 
• random_seed 

Ising 
heuristic 
solvers 

 
 
 
 

 

• supported_problem_types 
 

• iteration_limit 
• local_stuck_limit 
• max_bit_flip_prob 
• max_local_complexity 
• min_bit_flip_prob 
• num_perturbed_copies 
• num_variables 
• random_seed 
• time_limit_seconds 
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5.2 QPUソルバーのパラメーター・マトリックス 
 

次の表は、QPU ソルバーのパラメーターをまとめ、使用可能なプラットフォームとリリースを特定

し、パラメーターの相互作用とタイミング6に関するガイドラインを提供し、そのデフォルト設定を示

しています。 

 

一部のパラメーターは、D-Wave 2X とそれ以前のプラットフォームではサポートされていないことに

注意して下さい。 新しいパラメーターを使用するときは、常にソルバーのプロパティをチェックして

下さい。 

 
表 2：QPU ソルバー・パラメーター・マトリックス 

 

Parameter Pltfrm./ 
Rel. 

Parameter Compatibility Timing 
Impact? 

Default 

anneal_offsets 2000Q, 
2.5+ 

 No No offsets. 

anneal_schedule 2000Q, 
2.11+ 

Incompatible with 
annealing_time. Use with 
initial_state and reinitialize_state 
for reverse annealing. 

Yes No variation to the 
Standard anneal 
schedule. 

annealing_time All Incompatible with 
anneal_schedule. 

Yes Check properties. 

answer_mode All  No histogram 

auto_scale All Incompatible with flux_biases 
and extended J range. 

Yes true 

beta All  No Check properties. 
For the VFYC 
solver, this is 10. 

chains All Use with postprocess. No No chains. 
flux_biases 2000Q, 

3.0+ 
Incompatible with auto_scale and 
num_spin_reversal_transforms. 

No No offsets. 

flux_drift_compensation 2000Q, 
3.0+ 

 No true 

h All  No No bias. 
h_gain_schedule 2000Q Use with anneal_schedule. No 1 

initial_state 2000Q, 
3.0+ 

Use with anneal_schedule for 
reverse annealing. Incompatible 
with annealing_time. 

Yes No initial state. 

J All  No No coupling. 
max_answers All  No num_reads 
num_reads All The web server supports up to 

1000 reads. SAPI clients support 
up to 10,000. 

Yes 1 

num_spin_reversal_transfor
ms 

All Incompatible with reverse 
annealing, flux_biases, and 
extended J range. 

Yes 0 

postprocess All Use with chains. Yes None.7 

programming_thermalizatio
n 

All  Yes Check properties. 
Q All  No N/A 

 
6 タイミングの詳細については、ユーザー・マニュアル：Measuring Computation Time on D-Wave Systems を参照してください。 

7 VFYC ソルバーは常に後処理を実行します。デフォルトはサンプリング（sampling）です。 
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qpu_access_overhead_time All  Yes Introduced  by  
the 
system.  Roughly 
1 ms. reduce_intersample_correlati

on 
2000Q, 
3.0+ 

 Yes false 

readout_thermalization All  Yes Check properties. 
reinitialize_state 2000Q, 

3.0+ 
Use with initial_state and 
reinitialize_state  for  reverse  
annealing. 

Yes true 

reverse_anneal8 2000Q, 
3.0+ 

 Yes NULL; no value set. 

 

 

 

 
8 C クライアントのみに関連します。sapi_ReverseAnneal 構造体へのポインター。 


