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GridRPC を用いた遺伝的アルゴリズムによる
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構造形態の最適化を行うためには，構造物の位相と形状を最適化する必要がある．本研究では，位相構
造最適化に遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithsm：GA）を用いることを検討する．GA を位相構
造最適化に適用することで，従来の手法では創生できない，複数の制約条件を考慮した，より合理的な
構造形態を創生できることを示す．GA を適用する上で問題となってくる多くの計算資源の確保には，
GridRPC システム Ninf-G を利用することを検討する．近年の Grid 環境は，各拠点に分散する PC ク
ラスタシステムを相互に接続した形態がとられており，PC クラスタ間を代表的な Grid ミドルウェアで
ある Ninf-G で通信する．また，PC クラスタ内では，設計用大規模計算力学システム（ADVENTURE）
の並列構造解析を利用することで，構造解析も並列実行する．PC クラスタ間を Ninf-G で通信し，PC
クラスタ内を ADVENTURE システムで並列で構造解析することで，計算時間の大幅な削減が期待で
きる．
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When structural optimization is performed, it is necessary to optimize the topology and shape of
the structures. In this research, Genetic Algorithm (GA) is applied for optimizing the topology of
the structures. When the conventional methods are used, the constraints and objective function
are limited. On the other hand, GA can deal with any constraints and objective function that
are interested by the designers. On the other hand, GA needs the high calculation cost. To solve
this problem, we examine to use GridRPC system Ninf-G to ensure huge calculation resources.
The grid environments often consist of PC cluster systems that are located in distributed area. The
communication between PC clusters is performed by Ninf-G; this is the typical Grid middleware. At
the same time, analyzing structures is also performed in parallel using the ADVENTURE system.
It is highly expected to reduce the high calculation time when the communicating between the
PC cluster system is performed with Ninf-G and analyzing the structures in parallel with the
ADVENTURE system in the PC cluster system.
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やセル・オートマトン 4) といったヒューリスティッ

はじめに
構造形態の最適化を行うためには，構造物の位

ク手法に基づいた手法が挙げられる．先に述べた

相（トポロジー）と形状を最適化する必要がある．

数理計画法に基づく手法は，局所的探索であるた

一般的に構造物の位相最適化問題は，構造形態の

め大域的最適解を持つ多峰性の問題には不向きで

重量や体積を最小化する位相を設計する問題とし

ある．ヒューリスティック法に基づく手法は，単

て捉えられている．構造物の位相を最適化する代

純なルールを設定するだけで任意の目的関数にお

1)

2)

といっ

いて大域的最適解を得ることが可能だが，複数の

た数理計画法に基づく手法や，進化的構造最適化

制約条件があるような問題には適用できないこと

3)

がある．先に述べた ESO は応力値の小さい不要な

表的な手法として，均質化法

や密度法

（Evolutionary Structural Optimization：ESO）

−221−
1

要素を序々に削除していく単純な手法であるため，

2

遺伝的アルゴリズムによる
位相構造最適化

許容応力や許容変位の制約を考慮することができ
ない．構造物への荷重に対して，応力や変位が小
さく体積が最小であるような合理的な構造形態を
創生するためには，大域的探索が行え複数の制約
条件と任意の目的関数を取り扱える手法が必要と
なる．

本研究では，構造物への荷重に対する許容応力
と許容変位の制約条件のもと，体積最小の構造レ
イアウトを創生することを目的とし，最適化手法
に遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm：GA）
5)

一方で，生物の進化と自然淘汰を工学的に模倣
した最適化モデルとして遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm:GA）5) がある．GA は複数の制
約条件を持つ多峰性の強い最適化問題に対しても，
多点探索により局所的最適解に陥ることなく，任
意の目的関数において大域的最適解が得やすい手
法とされている．そのため，許容応力や許容変位
といった複数の制約条件がある構造物の位相最適
化問題に適用することで，従来の手法以上の効果
が得られると考える．本研究では，構造物の位相
最適化問題へ GA を適用する手法を対象としてい
る．GA を位相最適化問題へ適用し良好な結果を
得るためには，多くの世代数や個体数，評価計算
回数が必要となり，その結果多くの計算時間が必
要となる．より大規模・複雑な構造物を対象とす
る場合，1 回の評価に多くの計算時間が必要とな
る．そのため，位相最適化問題へ GA を適用する
際には，評価の計算時間を短縮する仕組みが必要
となる．
近年，広域ネットワーク上のあらゆる計算資源
を仮想的に統合し利用する Grid の研究が盛んに行
われている 6) ．特に科学技術計算の分野において，
Grid 上で並列分散計算を行うためのミドルウェア
である GridRPC の開発やその応用研究が盛んに
行われている 7) ．GridRPC を用いることによっ
て，最適化問題の多くの計算時間を必要とする解
析処理を，広域ネットワーク上に分散する PC ク
ラスタシステムで並列処理が行え，計算時間の大
幅な削減が期待できる．
以上のことより，位相構造最適化問題に GA を適
用する際に多くの計算量を占める解析処理を，代表
的な GridRPC システムである Ninf-G8) を用いる
ことで，計算時間の短縮を図ることを目的とする．
本論文では，解析処理の並列分散処理を Ninf-G で
行うための検討を行う．

を用いる．本章では位相構造最適化問題へ GA

を適用し構造レイアウトを創生する手順と考慮す
べき事項について述べる．

2.1

位相構造最適化問題の解法手順

GA では，初期探索点として，個体の母集団を
生成し，それぞれの個体には適合度が設定される．
そして生成された母集団に対し，選択，交叉，突然
変異といった遺伝的操作を繰り返し適用する．選
択で適合度の高い個体が多く選ばれ，交叉で親個
体の良質な形質を継承し，突然変異で個体の一部
を変更することで多様性を維持し，良好な個体を
増やすことにより，最適解を見つけ出す探索方法
である．位相構造最適化問題へ GA を適用し構造
レイアウトを創生する手順を以下に示す．
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

初期個体の生成と初期化
遺伝的操作（選択，交叉，突然変異）
ESO の適用（要素除去）
構造解析（各節点の変位と各要素の応力解析）
制約条件判定および子個体の引き戻し
フィルタリング
評価 （適合度計算）
終了判定（終了世代数まで上記 2〜7 を繰り
返す）

2.2
2.2.1

コード化と適合度計算
コード化

本手法では，1 構造物を 1 個体として表現するこ
とで有限要素を遺伝子にコード化する．以下 Fig.

1 に示すように，個々の有限要素ごとに存在の有無
を 0・1 ビットで表現し，各ビットに対応した 2 つ
の弾性係数の極端な差異を利用して構造レイアウ
トの位相を表現する．
2.2.2

適合度計算

本研究では，許容応力と許容変位の制約条件の
もと，体積最小化問題として構造レイアウトを創
生する．式 (1) における第 1 項では，個体の持つ
中実要素数を最小化する．第 2 項においては，最
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1 bit：Young modulus E1 =206GPa
0 bit：Young modulus E0 =103MPa

Fig. 1 Coding by the bit-array representation
Structural layout of Parent 'B'

大応力 σmax と許容応力 σg との許容応力比に係数

: void

ζ を乗じた項を加え，第 3 項においては最大変位
δmax と許容変位 δg との許容変位比に係数 ξ を乗
じた項を加える．要素数が同等の個体間において
は，構造物の最大応力と最大変位が許容応力と許
容変位に対して余裕がある個体の適合度を高める
ようにする．第 4 項においては，要素相当応力の
分散値 σv を γ でスケーリングし，係数 λ を乗じ
た．一般的に構造物に加わる応力が分散されてい
る場合と比較して，応力が集中している場合は構
造物に亀裂が生じやすい．そのため要素相当応力
の分散が小さい構造物ほど亀裂が生じにくく，適
合度を高めるようにする．




 
n

σmax
δmax
σv
xi + ζ
F =
+ξ
+λ
(1)
σg
δg
γ
i=1
xi ∈ {0, 1}
2.3

Structural layout of offspring 'B'
: solid

Subject to : σmax < σg , δmax < δg

(a) One point crossover

Structural layout of Parent 'A'

Structural layout of offspring 'A'
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1

0
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1 0 1

1

・・・

1

0

1 1

0 0 1

1

・・・

1

0

0 1

0 0 1

0

・・・

1

0

0 0

Structural layout of Parent 'B'

Structural layout of offspring 'B'

: solid

: OR operation

: void

: AND operation

(b) Crossover that considers
structural form
Fig. 2 Comparison of structural layouts by
crossover methods
2.4

ESO の導入と子個体の引き戻し

2.4.1

ESO の導入による解探索性能の向上

位相構造最適化の最も代表的な手法である，進化
的構造最適化（Evolutionary Structural Optimiza-

構造形態を考慮した交叉

tion：ESO）は，以下 Fig. 3 に示すように，通常

対象問題へ GA を適用する際には，親個体の良

の有限要素解析を繰り返しながら，削除率と呼ば

質な形質を子個体へ継承させる有効な交叉を考慮

れる閾値よりも応力値の小さい不要な部分を破棄

する必要がある．通常のビット GA における 1 点
（多点）交叉をレイアウト最適化問題へ適用すると，

Fig. 2(a) のように，構造形態とは無関係に交叉が
行われる．
そこで，構造形態に基づいた交叉方法を検討す
る．本交叉は Fig. 2(b) に示すように 2 つの親個
体（親個体’A’ の構造レイアウトと親個体’B’ の構
造レイアウト）の論理和と論理積から 2 つの子個
体を生成する．子個体’A’ の構造レイアウトは，親
個体’A’ と’B’ どちらかの要素に中実要素があれば，
その要素は中実要素となる．子個体’B’ の構造レイ
アウトは，親個体’A’ と’B’ ともに中実要素がある
ときのみ，その要素は中実要素となる．これによ
り，有限要素数は多いが強度が強く最大応力・最
大変位が小さい個体と，有限要素数は少ないが強
度が弱く最大応力・最大変位が大きい個体の，2 種
類の性質を持つ子個体が生成される．

する．この単純な過程を積み重ねることにより最
適形態を求めるものである．構造最適化計算のた
めの特別な工夫を要しないという点で拡張性と汎
用性を持つ優れた手法であり，従来より多くの構
造物の位相最適化問題に適用されてきた．
Analysis result of
structural layout

Equivalent stress : Low
Number of element：31
Number of element：0

n

Number of element：45

m

α×(n×m)
Removed elements

Equivalent stress : High
α：Deletion rate

Fig. 3 ESO method
1 章でも述べた通り，一般的に GA では良好な解
を得るためには多くの個体数や世代数が必要とな
り，最終的な解を求めるために多くの計算時間が

3
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必要となり，進化の度合いが遅くなってしまう．そ

率を 0.0025，0.0050，0.0075，0.0100 とし，ESO

こで，ESO の不要な部分を削除するという概念を，

では削除率 0.01，世代数 50 とした．

2.1 節で示した GA の進化過程で導入することで収
束が早まることが期待できる．また ESO は位相構
造最適化に対して有効な手法であるため，ESO を
GA の進化過程で適用することで，GA 単独の探索
に比べ良好な解探索が行えることが期待できる．
2.4.2

以下 Fig. 5 に最終的に得られた最終レイアウト
を，Table 1 に最も良好な探索を示した GA+ESO
（0.0025）と ESO との比較を示す．Fig. 5 より，本
手法が従来の ESO では創生できない構造形態を創
生していることが分かる．また Table 1 より，本

制約条件を外れた子個体の引き戻し

手法が ESO では扱えない複数の制約条件を考慮し

前述の ESO の導入，および GA の進化過程にお

た，より合理的な構造形態を創生していることが
分かる．

いて，許容応力・許容変位の制約条件を外れた子
個体に対しては，以下 Fig. 4 に示す子個体の引き
戻しを適用する．

Fig. 4 において，親個体’A’ から生成された子個
体’a’ が制約条件を満たせず実行可能領域から外れ

a ) GA+ESO (0.0025)

b ) GA+ESO (0.0050)

c ) GA+ESO (0.0075)

d ) GA+ESO (0.0100)

た場合，親個体’A’ の設計変数と子個体’a’ の設計
変数を比較する．そして，子個体’a’ のうち空疎要
素でありかつ，親個体’A’ のうち中実要素である要
素を，中実要素にする．これにより，子個体は親
個体と同等以上の中実要素を得ることで，その結
果最大応力・最大変位は小さくなり，実行可能領
域へ引き戻すことが可能となる．引き戻しにより

e ) GA

子個体の有限要素数は親個体以上になってしまう

f ) ESO

Fig. 5 Final structural layout

が，前述したように個体の適合度は有限要素数と
許容応力比，許容変位比，要素相当応力の分散に

Table 1 Comparison
(0.0025) and ESO

よって決定するため，引き戻した子個体が次世代
へ残る可能性は残ることとなる．
0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 0

Number of elements
Max stress (e+10)
Max displacement
Decentralization (e+19)
Fitness

parent 'A'
offspring 'a'
feasible area

offspring 'a'

0 ：void

1 ：solid

3

：element for pulling back

Fig. 4 Pulling back method
2.5

between

GA+ESO

GA+ESO
176
3.096101
6.743508
7.215970
178.955751

ESO
200
3.127697
6.799343
7.435041
209.435041

GridRPC システム Ninf-G を用いた
GA による位相構造最適化の検討
前章で述べた GA による位相構造最適化を，

GridRPC システム Ninf-G を用いて並列分散化す

構造レイアウトの創生結果

レイアウト最適化問題において，要素数 400 の 2
次元連続体の片持ち梁問題に対して，本手法を適用

る検討を行う．

3.1

現状の性能

しその有効性を検証する．用いる手法は，本手法の

GA による位相構造最適化では，全体の計算量の

ESO の概念を導入した GA（GA+ESO）と ESO

うち多くの部分を解析処理に要する．2.1 節におい

の概念を導入しない GA（GA），代表的な手法の

て解析処理が必要となるのは，ステップ 4 の構造

ESO である．その際，GA+ESO においては削除

解析とステップ 5 の子個体の引き戻し後の構造解
析のステップである． ステップ 4 においては，全
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個体で毎世代定期的に構造解析が行われるが，ス

では境界条件と物性値の付与を行い，ADV Mesh

テップ 5 においては実行可能領域の制約条件を外

で部分領域に分割する．そして，ADV Solid で先

れた子個体に対してのみ不定期に構造解析が行わ

に分割した領域ごとに CPU を割り当て MPI にて

れる．位相構造最適化問題では，許容応力と許容

並列解析を行う．

変位に関する 2 つの非常に制約の厳しい制約条件
Mesh file

が設定されており，探索序盤から制約条件付近の
探索が行われるため，解析処理が頻繁に行われる．

3.2

MPI

ADV_BCtool

2.5 節で示した結果を得るためには，1 個体を解
析するために 1CPU（Pentium4：2.8GHz）で約 7.4
秒となり，100 個体× 1000 世代で 100,000 評価計
算回数となり，少なくとも約 8.6 日はかかる．これ
に前述した子個体の引き戻し時にかかる解析時間
と，GA の進化計算を含め，約 12 日間を要する．

GA

ADV_Metis
ADV_Solid

ADVENTURE System
・Max displacement
・Max stress

Fig. 6 Parallel analysis using the ADVENTURE

ADVENTURE システムによる
構造解析の並列化

System
以下 Fig. 7 は要素数 N が N = 400 と N = 8000

本研究では位相構造の応力・変位解析に，設計
用大規模計算力学システム開発プロジェクトで開

の時の，CPU 数の違いによる解析時間の比較であ

発されている「設計用大規模計算力学システム：

る．Fig. 7(a) は N = 400 の位相構造の解析結果

• 超並列環境計算機環境での並列処理：
2000 プロセッサの超並列計算機環境において
も高い並列効率を実現可能．
• 拡張性と保守性：
7 つの主要モジュールと 12 の追加モジュール
の計 19 モジュールから構成されており，全モ
ジュールで標準の I/O ライブラリーを採用．
以下 Fig. 6 に示すように，位相構造の解析処理
に ADVENTURE システムを用いることで，1 個体
の構造解析を PC クラスタ内で複数 CPU を利用し
た並列処理が可能となる． GA で得られた個体から
位相情報をメッシュファイルに変換し，その後 AD-

VENTURE システムで解析を行う．ADV BCtool

ているが，8CPU では単一 CPU よりも解析時間が
長くなる．Fig.7 (b) では，N = 8000 の位相構造
の解析結果を示しており，CPU 数が増加するにつ
れ，スケールアップする結果となった．より大規模
な位相構造になるにつれ，この傾向は顕著になる
と考えるため，並列解析が行える ADVENTURE
は有効であると考える．
9
Analysis time (s)

• 大規模メッシュによる解析：
1 千万〜1 億自由度級の大規模メッシュを用い
た構造，流体，熱の力学解析が可能．本研究
では，構造解析を利用する．

を示しており，4CPU が最も短い解析時間となっ

Analysis time (s)

ADVENTURE」9) を用いている．ADVENTURE
は，1 千万〜1 億自由度級の大規模メッシュを用い
て自然物や人工物を詳細にモデル化し，多様な並
列分散計算機環境のもとで固体の変形や熱，流体
の流れ等の力学解析から，可視化や設計最適化ま
でを行える汎用並列計算力学システムである．以
下に示す特徴を有する．
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Fig. 7 Comparison of analysis time
3.3
3.3.1

Ninf-G を用いた GA による
位相構造最適化システム
システム設計

3.1 節，3.2 節をふまえ，GridRPC システム NinfG を用いた GA による位相構造最適化を行うステ
ムを設計する．システム概要を以下 Fig. 8 に示す．
まず，クライアント・サイトでは 2 章で述べた GA
による位相構造最適化を行う．そして，個体の構造
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解析と実行可能領域の制約条件を外れた個体に対

4

まとめと今後の課題

して，引き戻し法を適用した後，遠隔地の PC クラ

構造形態の最適化を行うためには，構造物の形状

スタシステムであるサーバ・サイトの遠隔手続きを

のみならず位相を最適化する必要がある．本研究で

GridRPC Ninf-G を用いて行う．サーバ・サイトの
ゲートウェイでは Globus Toolkit の GRAM が起
動しており，PC クラスタ内部のジョブスケジュー
ラを介して個体情報を内部ノードに分配する．その
際，3.2 節で述べたように，ADVENTURE システ
ムを用いて MPI マスタと MPI ワーカ間で MPI を
利用して並列で構造解析を行う．PC クラスタ間を
Ninf-G で通信し，PC クラスタ内で ADVENTURE
システムの MPI で通信し，構造解析の並列処理を
行う．なお，Grid 環境のような計算資源がヘテロ
な環境では，各サイトの保有する PC クラスタの
性能が異なり，構造解析に要する計算時間が異な
るが，現段階では計算資源を適応的にスケジュー
リングする部分に関しては検討を行っておらず，1
個体を解析する MPI ワーカの数は静的に決定する
ものとしている．

は，位相構造最適化に GA を用いることを検討し
ている．GA を位相構造最適化に適用することで，
従来の手法では創生できない，複数の制約条件を
考慮した，より合理的な構造形態を創生できること
を示した．そして，GA を適用する上で問題となっ
てくる，多くの計算資源の確保に GridRPC システ
ム Ninf-G を利用することを検討した．PC クラス
タ間を代表的な Grid ミドルウェアである Ninf-G
で通信し，PC クラスタ内では ADVENTURE シ
ステムの並列構造解析を利用することで，構造解
析も並列実行することを検討した．
今後の課題としては，Ninf-G Java を用いたクラ
イアント・サイトとサーバ・サイトの実装を行い，
複数の PC クラスタを用いた評価実験を行う．
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