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階層型のリンケージを考慮した
遺伝的アルゴリズムによる都市圏ネットワーク設計
辻

美 和 子

†

棟

朝

雅

晴††

赤

間

清††

都市圏ネットワークの設計は，地形やトラフィック要求などの制約を満足するネットワーク形状を多くの選択肢のなかから選
択しなければならない困難な組み合わせ最適化問題である．ネットワーク設計問題において，単純 GA による探索はしばしば
ビルディングブロックを適切に組み合わせることができず，失敗する．同一のビルディングブロックに属する遺伝子座をあら
かじめ同定し，適切なビルディングブロック交換を考慮したリンケージ同定 GA は，問題のより適切な解決が可能にした [7]．
本論文では，単純な遺伝子座どうしの相互依存関係を考慮した単層型のリンケージ同定をビルディングブロックどうしの相互
依存関係を再帰的に定義する階層型のリンケージ同定遺伝的アルゴリズムを用いる手法へと拡張し，さらに低コストなネット
ワークの設計を目指す．

MAN Design by Hierarchical Linkage Genetic Algorithm
Miwako Tsuji

†

,Masaharu Munetomo

††

and Kiyoshi Akama††

Metropolitan area network design is a diﬃcult combinatorial optimization problem, which generates an optimal
network topology that satisﬁes geographical constraints, user traﬃc constraints, etc. from a huge number of candidates. In the network design problems, simple GAs sometimes fail to recombine building blocks, which leads to
unappropriate solutions. In the previous work [7], a GA based on linkage identiﬁcation could solve this problem
eﬀectively, which identiﬁes a set of loci belonging to a same linkage group to exchange building blocks accurately. In
this paper, single layer linkage identiﬁcation has been extended to hierarchical one, which considers interdependence
of building blocks in a recursive manner, instead of identifying interdependence of loci.

1. は じ め に

る探索は必ずしも効率的に実行されない．

情報通信ネットワークの爆発的な普及から，映像や音

を行なう際に，単純 GA ではなく，ビルディングブロッ

遺伝的アルゴリズムを用いて通信ネットワークの設計

楽配信など広帯域を必要とするサービスの多くが通信ネッ

ク交換を考慮したリンケージ同定 GA を用いることで，

トワーク上で実現されつつある．このような用途に応え

より適切な解決が可能となる [7]．ここで，同一のビル

るためには，広帯域で安定したネットワークを都市圏に

ディングブロックを構成し相互依存関係のある遺伝子座

敷設することが必要である．しかし，都市圏ネットワー

の集合をリンケージと呼ぶ．本論文では，単純な遺伝子

クの設計は，地形などの制約を満足するネットワーク形

座どうしの相互依存関係を考慮した単層型のリンケージ

状を多くの選択肢のなかから選択しなければならない困

同定を拡張し，ビルディングブロックどうしの相互依存

難な問題である．

関係を再帰的に定義する階層型のリンケージ同定 GA を

近年，良く用いられる発見的手法のひとつとして，遺
伝的アルゴリズム [1] がある．遺伝的アルゴリズムにお

提案する．さらに，これをネットワーク設計問題に応用
し，より低コストなネットワークの設計を試みる．

ける探索は，交叉を用いてビルディングブロックと呼ば

2. ネットワーク設計問題に対する遺伝的アルゴ
リズムの適用

れる優れた部分解を組み合わせることで実行される．よ
り問題の規模が大きい場合，さらに複数の部分解からな

ネットワーク設計問題では，リンクのトポロジー，ノー

る大きな部分解を組み合わせが実行されると考えられる．
しかし，符号化が適切でなく，ビルディングブロックを

ドの地理的な配置，リンクの容量といったネットワーク

構成する遺伝子がストリング上に密に配置されていない

の形状を決定を扱う．問題の目的は質の高い安価なネッ

場合，交叉によってビルディングブロック破壊が起こる

トワークを設計することである．しかし，コストとサー

可能性がある．この場合，単純遺伝的アルゴリズムによ

ビス品質の間にはトレードオフが存在する．ネットワー

† 北海道大学工学研究科システム情報工学専攻
Division of System and Information Engineering, Graduate
School of Engineering, Hokkaido University
†† 北海道大学情報メディア教育総合センター
Center for Information and Multimedia Studies, Hokkaido
University

ク設計は，規模に対して指数関数的に増加する解候補か
ら互いに矛盾する要求を同時に満足するような最適解を
発見しなければならない．
このような問題を遺伝的アルゴリズムで解くにあたっ
て，効率的に探索を進めるためには，関連する遺伝子同
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士を密に符号化し，ビルディングブロック破壊を防ぐ必

for(each pair of parents (p1, p2)){
for(i = 0; i < num of linkage sets; i++){
if(random[0,1) < 0.5){

要がある．しかし，複雑なネットワーク構造を前知識の
みで適切に符号化することは困難である．
それぞれの遺伝子座の対応する地点が地理的に近いも

for(all j in linkage sets[i]){
c1[j] = p1[j]; c2[j] = p2[j];
}
}else{
c1[j] = p2[j]; c2[j] = p1[j];

の同士が同一のビルディングブロックを構成するであろ
うと仮定して交叉を実行する遺伝的アルゴリズム [2,6] も
存在するが，解は地理的な要素のみから決定されるとは
限らず，適応度は通信量や経路など多くの要素から総合
的に決定されるであろうと考えられる．

}}}

3. リンケージ同定
図1

3.1 リンケージ同定
遺伝的アルゴリズムにおいて効果的な探索を実現する

ビルディングブロック交換

initialize(&pop);

ためには，相互に関係しビルディングブロックを構成す

t = 0; // generation
while( !terminated ){
linkage_detection(pop, t);
crossover(pop);

る部分列を与える遺伝子座どうしがストリング上に詰ん
だ状態で配置されていることが望ましい．しかし，あら
かじめそのような適切な符号化を行なうことは多くの場
合で困難である．

replacement_with_niching(pop);
mutation(pop);
replacement_with_niching(pop);
t++;

この困難さを解決し，符号化の適不適によらず効率的
な探索を行なえるようにするためには，同一のビルディ
ングブロックを構成する遺伝子座の位置を知る必要があ
る．ビルディングブロックを構成し得る遺伝子座の位置

}

を本論文ではリンケージと呼ぶ．
リンケージを同定することができれば，ビルディング

図3

ブロック破壊を防ぎ，適応度の高いスキーマを組み合わ

全体のアルゴリズム


tr(y − x) + tr(z − x),





(y > 0, z > 0)


せることで効果的な探索を行なうことができる．
本稿ではこのリンケージ同定手法の一つである

LIEM2 (Linkage Identiﬁcation with Epistasis Measure
considering Monotinicity) [3] を階層型問題に対して拡
張することを試みる．LIEM2 では互いに相互依存関係が
あると判断される遺伝子座をまとめてリンケージ集合と
呼ばれる集合を構成し，遺伝子の交換はこの集合ごとに

g(x, y, z) =

0,

x,
0,

(x ≥ 0)
(x < 0)


tr(x) =

実行される (図 2 中央)．
多くの問題領域で適切な探索を行なえるロバストな GA

tr(x − y) + tr(x − z),
(y < 0, z < 0)








(2)

otherwise

(3)

のために，リンケージ同定では強い相互依存関係を持つ

式 (1) で ∆fij (s), ∆fi (s), ∆fj (s) は，s において遺伝

遺伝子座を問題に関する事前知識によらない手法で調査

子座 (i, j), i, j の値をそれぞれ摂動させたときの適応度の

する必要がある．LIEM2 では，このために適応度の変化

変化量である．i 番目の遺伝子の値 si の摂動 (0 → 1，も

量を利用する．適応度はすべての GA で算出されるため，

しくは 1 → 0) を si と書くと，変化量はそれぞれ

つねに利用することができる．ここで，複数の遺伝子の

∆fi (s) = f (..si ....) − f (..si ....)
∆fj (s) = f (....sj ..) − f (....sj ..)
∆fi,j (s) = f (..si .sj ..) − f (..si .sj ..)
で定義される．

値の変化 (摂動) による適応度の変化が，単調に増加，も
しくは減少しているような場合，探索は容易である．こ
のような平易な探索が不可能で，遺伝子の値の変化に対

(4)
(5)
(6)

して不規則に適応度が変化するような遺伝子座群は，互

すべての遺伝子座の組 (i, j) に関して eij が計算された

いに相互依存関係が強く，まとめて扱われるべきである

ら，この値が大きい遺伝子座どうしをまとめてリンケー

と考えられる．

ジ集合を構成し，リンケージ集合に基づいて交叉が実行

よって，LIEM2 では摂動による適応度の非単調性が大

される (図 1)．

きい遺伝子座の組には強い相互依存関係があるとされる．
この非単調性の強さはエピスタシス値として以下のよう

s∈P

現実の問題では，図 4 のように下層の小さな部品を組
み合わせて，より上層の大きな部品を構成すると考えら

に定義される．

eij = max g(∆fij (s), ∆fi (s), ∆fj (s)).

3.2 リンケージ同定の階層化

(1)

れる．各層へ入力は，その下層でなんらかの相互依存関
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Variable (locus)
interaction
Hierarchical
interaction

Linkage Group of lower level
Linkage Group
Linkage Group of higher level

図2

単純遺伝的アルゴリズム → 従来のリンケージ同定手法 → 階層型への拡張

スキーマによるさまざまな組み合わせを探索することが
必要となる．上位層での解の部品となるスキーマを多様
に確保するために，置き換え選択にはニッチングを導入
する必要がある．ニッチングとは遺伝的アルゴリズムに
おいて探索点の多様性を保つための手法である．本手法
では，選択手法を改良し，遺伝型の近い個体が個体群中

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

に増殖しすぎることを防ぐことでニッチングを行なう．

図 4 階層型の問題構造

ニッチングは選択手法を以下のように改良することで実
行される．選択は，限定トーナメント置き換え (restricted

係をもつ部品である．各層の相互依存関係は，その層の

tournament replacement, RTR) [5] と呼ばれる手法を適

入力，すなわち下層のスキーマを対象に同定することが

用する．RTR の置き換えは，各子個体に関して，個体群

できると考えられる．よって，本手法では従来のリンケー

から部分個体群を選択し，子個体をこの部分個体群のう

ジ同定手法を階層型に拡張してネットワーク設計に適用

ちで最も類似した個体と比較することで実行される．こ

する．ここで階層とはネットワーク構造の階層のような

の部分個体群の大きさをウィンドウサイズという．仮に

特定のものではなく，問題そのものの階層構造を指す．ゆ

適応度の低い解であっても，他の個体との類似性が低い

えに階層的なリンケージ同定は通常のリンケージ同定と

個体は，上層でのスキーマとして利用できる可能性があ

同様に，問題の性質や問題に関する知識に依存せず，効

るため，次世代に生存することが可能となる．ウィンド

果的な探索を行なうことができる．

ウサイズは問題の大きさに依存して決定される．
単層のリンケージ同定ではエピスタシス値の計算には

効率的な探索のために問題構造を階層型に分解し把握
した構造を利用することを考える．構造の把握のために，

適切に大きさを決定された個体群中のすべての個体を用

ビルディングブロックどうしの相互依存関係を適応的に

いて実行される [4]．しかし，リンケージ同定はすべての

同定する．また，構造に基づく組み合わせ探索のために，

リンケージ集合のペアに関して適応度の変化量を計算し

ニッチングを行う．以下で，これらについて述べる．

なければならないため，この計算コストは膨大である．本

階層型構造の分解のために，リンケージグループ同士

手法では，毎世代でリンケージ同定を実行するため，あ

の相互依存関係を一定の間隔で同定する (図 2 右)．初期

る世代でリンケージ同定に失敗しても，次ぎの数世代の

状態においては，1 つの遺伝子座が 1 つのリンケージグ

うちにリンケージ集合を獲得することができれば，失敗

ループを構成し，最初のリンケージ同定はこのグループ

を回復し探索を続けることができる．また，ニッチング

を対象に実行される．言い替えれば，最初のリンケージ

により有用なスキーマの損失をある程度防ぐことができ

同定は従来の単層型のリンケージ同定と同様に，遺伝子

る．よって，エピスタシス値を計算するために，単層の

型どうしの関係を対象に実行される．リンケージグルー

場合より少ない個体群を用いた．リンケージ同定に用い

プどうしの関係性の強さを探索するために，単層の場合

る個体 s は N 個の個体を持つ個体群 pop からランダム

の遺伝子の値の摂動にかえて，ビルディングブロック候

もしくはなんらかの基準を用いて N1 (N  N1 ) 個選択

補の摂動させる．下層のリンケージ集合により定義され

される．本論文ではランダムな手法を用いている．
以上を用いた本手法のアルゴリズムは図 3 のように

るスキーマのうち，個体群への出現頻度が高いスキーマ
を 2 つ選択しビルディングブロック候補とし，これを入

なる．

れ換えて，適応度の変化量を調べる．

4. 都市圏ネットワーク設計問題

階層的に問題を解く際，ある層におけるもっとも適応
度の高いスキーマのみを組み合わせた解が，必ずしも最
適解であるとは限らない．より高次の上位層における最
適解を得るためには，下層の比較的適応度の高い複数の

4.1 問題の定式化
本論文では，都市圏ネットワーク設計から関して幾つ
かの現実的な条件と目的を採り入れて，単純化したモデ
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ルを扱う．比較のために符号化やモデルは，[7] と同様の

表 1 回線容量の階層
容量 b Mb/s
コスト/km

種類

ものを用いる．

T1
T2
T3
T4
T5

• 敷設のためのコストを最小化することを目的とする
• 制約条件として以下をもつ
– すべてのノード間で通信可能
– 地理的制約
– すべての通信要求を満足する
また，以下を仮定する．
• ネットワークの通信要求は既知である
• ノード位置は固定であり，既知である

∼51.84
∼155.52
∼622.08
∼2488.32
∼9953.28

1.0 × 106
2.5 × 106
4.4 × 106
6.2 × 106
8.0 × 106

ネットワーク全体のコスト C は次式のような各リンク
の距離と単位コストの積の総和である．

C=



ci di xi

(7)
図 5 実験対象

∀i∈L

ここで，ci はリンク i の単位あたりのコストであり容量

表2

に対して離散的に変化すると想定する．di はリンク敷設
候補地 i の距離，xi ∈ {0, 1} はリンクを敷設候補地に敷

始
点

設するか否かの決定変数であり，リンクを敷設するとき
は 1 を，そうでないときは 0 を，それぞれとる．
ネットワークのトポロジーは地理的に制約され，リン
クが敷設しやすいのは，すでに電話線などの導管が存在
する場所である．本論文では道路沿い以外にはリンクは
敷設できないという条件のもとで問題を解く．
符

号

0, 1 のビット列により表現される．上述のように，本実験
ではネットワークのリンクは幹線道路沿いのみに制約さ
れる．このリンクが敷設可能な幹線道路に識別番号のラ
ベルを貼り，一列に符号化したものを個体として用いる．
応

度

適応度は，式 (7) により算出されるコスト C と制約条
件を満足しない場合に課されるペナルティP の和とする．
P は次式により得られる．
P =m×p
(8)
ここで，m は伝達できない通信要求の総数，p は伝達で
きない通信要求 1 つに対するペナルティである．
ストリングはリンクを敷設するか否かのみを決定し，適
応度の算出に必要な容量に関する情報を持たない．リン
ク容量はこのストリングとあらかじめ与えられる通信要
求から一意に決定される．適応度 f は次式のように，総
敷設コストとペナルティの和である．問題の目的は f の
最小化である．よって，この値がより低いものがより多
くの子個体を残すことができる．

f =C+P

5. 実

(比率)
点
個人
1
0.01

幌市を考える．
ネットワークのコストは式 (7) から算出される．この
式で用いる容量 b のリンクの 1km あたりのコストは表 1
を仮定する．

化

ネットワーク中の候補地にリンクを敷設するか否かが

適

通信要求量の特徴
終
法人
法人
1
個人
0.05

(9)

験

実験は，図 5 に示される札幌市および隣接する江別市
の幹線道路の配置のモデルを対象に実行される．図にお
ける実線が幹線道路をあわらす．また，ネットワークの
ノード位置として実線の交点となる点を用いる．リンク
の敷設は実線部分のみに制約される．

5.2 通 信 要 求
通信要求は問題にとって既知であるとする．ノード数
が n のとき，ノード i からノード j への通信は n × n 行
列で表現される．
現実の問題においては，個人ユーザとネットワークサー
ビスを行なう法人ユーザとでは通信量が大きくことなる
ことが考えられるため，通信要求行列は表 2 のように偏
りのあるものを仮定した．法人ノードは便宜的に地下鉄

沿線沿いに存在するものとし，図 5 では s で表現され
る．それ以外の個人ノードは c で表現される．

5.3 結
果
適切なビルディングブロック交換とニッチングを行な
うことにより，効率的なネットワーク設計が可能になる
ことを示すために，交叉やニッチングの際のウィンドウ
サイズを変更して実験を行なった．交叉手法として一様
交叉，単層リンケージ交叉，階層型リンケージ交叉を用
いた．また，ウィンドウサイズは l/4，l/8 の 2 種類を用

5.1 実 験 内 容
本論文の目的は複数の制約条件を満足するコスト最小
ネットワークの設計である．具体的な実験対象として札

いた．ここで l はストリング長である．結果を比較するた
めに，ニッチングを用いない GA による実験も行なった．
ニッチングを行なわない場合の置き換え戦略として，子
個体と親個体を合わせたプールから上位個体を一定数選
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表3

実験結果 単位 10,000 円
平均

標準偏差

最小

一様交叉
(ニッチングなし)

148367

1012

146283

一様交叉
(window size = l/4)

149793

1006

147656

147753

911

146137

147487

1242

144644

147953

1205

146408

一様交叉
(window size = l/8)
単層リンケージ
(ニッチングなし)
単層リンケージ
(window size = l/4)
単層リンケージ
(window size = l/8)
階層型リンケージ
(ニッチングなし)
階層型リンケージ
(window size = l/4)
階層型リンケージ
(window size = l/8)

147290

1304

145292

151673

2102

148145

145711

758

144343

145540

682

144517

T1
T2
T3
T4
T5

図 6 実験結果

ウィンドウサイズ l/8 の階層型リンケージ同定 GA で
得られた解を図 6 に示す．また，遺伝子座どうしがリン
ケージ集合を構成するようすを図 7 に示す．図 7 は図の
上が第一世代のリンケージ集合であり，下は最終的な世
代のリンケージ集合である．上から下へ，世代数が大き
くなる．要素数 1 の集合は省略してある．一部地域につ
いて，より詳しく，階層的に問題構造が同定されてゆく
様子を示す (図 8)．図から，最初は比較的隣接する地域

択して次世代に残す µ + λ 戦略を用いた．これらの適応度

でまとまりを構成していた変数が，最終的には大きな地

に基づく置き換えによって選択圧が得られるので，通常

域にまたがる集合となっていることがわかる．中央の 2

のルーレット選択やトーナメント選択などは実行しない．

枚の図を見ると，進化途中では複数のリンケージ集合が

終 了 条 件 と し て は ，適 応 度 の 評 価 回 数 が 一 定 数

入り組んだ状態になっていることがわかる．これは，通

(700,000) 以上に達したとき，もしくは，個体群がすべ
て同一の個体で占められたときとした．すべての場合で，

信ネットワークコストは複数の複雑な要素によって決定

個体数は 400，交叉率 pc = 0.9，突然変異確率はビット

互依存関係を持つとは限らないため，また，計算コスト

毎に pm = 0.007 とした．各実験は 20 回実行された．平

の軽減のために正確なリンケージ同定に必要な個体数よ

されるので地形的に近隣な土地どうしが必ずしも強い相

均，標準偏差，および最小コストを表 3 に示す．ウィン

り少ない個体数を用いてエピスタシス値を計算したため

ドウサイズの大きさにおける l はストリング長を表す．

だと考えられる．本手法ではニッチングの導入と，階層

ニッチングを行なう場合，個体群の多様性が維持され

的なリンケージ同定によって，このようなある世代にお

るため，個体群が収束することはない．ニッチングを行

けるリンケージ同定における失敗をある程度補い，優れ

なわない一様交叉と単層リンケージ同定 GA の場合，適

た解を得ることができる．

応度の評価回数が一定数に達する前に個体群は収束する．

6. お わ り に

この場合の適応度の評価回数は 130,000 程度である．た
だし，すべての単層リンケージ同定の場合で，エピスタシ

本論文では，変数間の相互依存関係を階層的に考慮し

ス算出のための計算は含まれていない．これは単層の場

た階層型リンケージ同定遺伝的アルゴリズムを用いて都

合個体群中のすべての個体でエピスタシスを調査するた

市圏ネットワークの設計のシミュレーションを行なった．

め評価回数が膨大になるからである．階層型のリンケー

提案手法は既存の単層型の手法や一様交叉に比較して優

ジ同定での評価回数はエピスタシスの調査のための計算

れた性能を示した．

も含まれている．

本論文で用いた問題のモデルは，実際のネットワーク

表 3 から，ニッチングを行なった場合，階層型リンケー

設計を簡略化したものである．現実の問題では，長期に

ジ GA，単層リンケージ GA，一様交叉の順で優れた解

渡るネットワーク利用，拡張性などより多くの要件が考

を得ている．ニッチングを行なわない場合は，リンケー

えられる．また，経路に関しても本論文では最短経路法を

ジ集合が大きくなるにつれて組合せのパターンが制約さ

用いたが，実際には別の手法が用いられる可能性もあり，

れる階層型のリンケージ同定において大きな性能の低下

また，代替経路性を要求されることもありうる．条件が

が見られる．

一つ変わると符号化を変える必要性が生じるため，従来

以上の比較から，ニッチングのみ，あるいはリンケー

の問題依存の遺伝的オペレータを用いた手法では，その

ジ同定のみでも GA の性能を改善することはある程度可

オペレータが使用不能になってしまう可能性がある．本

能である．しかし，提案手法のように問題の階層構造を

手法は適応度という一般的な情報のみを用いて交叉を設

意識した適切なビルディングブロック交換とニッチング

計をしているため，適応度関数というブラックボックス

を組み合わせて用いることでより効率的な探索を行なう

の中身について考慮する必要はほとんどなく，さまざま

ことができる．

なネットワーク問題に対応できると考えられる．
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図 8 リンケージ集合

図 7 リンケージ集合

今後の課題としては，より現実的な問題に対する手法
の適用，および手法の改善が挙げられる．
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