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二次割当て問題を対象とした MMAS における
ランダムウォーク機構と局所探索の効用
飯村 伊智郎1,a)

石橋 賢2,b)

中山 茂3,c)

受付日 2012年4月9日, 採録日 2012年11月2日

概要：ランダムウォーク機構を導入した MMAS として MMAS with Random Walk（MMASRW ）が
先行研究で提案されており，QAPLIB のグリッドベース問題クラスに対してその有効性が確認されている．
本研究では，その MMASRW の探索性能をより詳しく評価する目的で，QAPLIB の全問題クラスを対象
として探索性能を詳細に評価した．その結果，MMASRW は従来の MMAS と比較して，全問題クラス
の QAP に対して優れた探索性能を示すことが確認できた．さらに，ランダムウォーク機構と局所探索と
の併用による効果を解分布により分析し，それらの併用が MMAS の探索性能の向上に寄与していること
を明らかにした．
キーワード：アントコロニー最適化，マックス・ミニアントシステム，ランダムウォーク機構，局所探索，
二次割当て問題
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Abstract: The previously proposed MMAS with Random Walk (MMASRW ) worked well on the problems
included in one problem-class of QAPLIB and the results showed the eﬀectiveness of MMASRW . In this
study, we evaluated search performance of MMASRW in detail on all problem-classes of QAPLIB. The
results showed that MMASRW has better search performance than the conventional MMAS in the QAPs
of all problem-classes. In addition, we analyzed the eﬀectiveness in the combination of RW mechanism and
Local Search (LS) from the distribution of searched solutions. As a result, we clariﬁed that the combination of
exploration by RW and exploitation by LS contributed to the search performance enhancement of MMAS.
Keywords: ant colony optimization, MAX –MIN ant system, random walk mechanism, local search,
quadratic assignment problem
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アリの採餌行動に着想を得た Ant Colony Optimization
（ACO）[1] は，各種組合せ最適化問題に適用され，近年
その有効性が多数報告されている．ACO は，Ant System
（AS）[1] を基盤に多くの改良手法が提案されており，それ
らの中でも優れた手法として，MAX –MIN Ant System
（MMAS）が知られている [2], [3], [4]．文献 [5] では，中
道らが提案するランダム選択（Random Selection: RS）機
構 [6] を MMAS に導入した MMAS with Random Se-
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lection（MMASRS ）が提案されており，二次割当て問題
（Quadratic Assignment Problem: QAP）のベンチマーク問

問題サイズ n の大きな問題も存在する．各問題クラスの詳
細な特徴は，文献 [3], [8] を参照していただきたい．

RS

題である QAPLIB *1 を対象とした数値実験で，MMAS

が従来の MMAS に比べて優れた探索性能を有することが

2.2 従来の MMAS の基本アルゴリズム

報告されている．当該実験では，QAPLIB の 4 つの問題ク

MMAS へのランダムウォーク機構導入の説明に先だっ

ラスのうち，グリッドベース問題クラスのみを対象として

て，ここではまず，従来の MMAS の基本アルゴリズム

いた．また，ランダム選択機構と局所探索（Local Search:

を，QAP を対象問題として概説する．

LS）[7] との併用による効果を分析しておらず，課題の 1 つ

Step 1〔フェロモン濃度の初期設定とエージェントの初期

として残されていた．そこで本研究では，ランダム選択機

配置〕

構の導入による効果をより詳しく評価することを目的とし

AS では，時刻 t で枝 eij（頂点 i と頂点 j からなる枝）*2 に

て，QAPLIB の全問題クラスを対象に数値実験を行った．

蓄積されたフェロモンの濃度 τij (t) の初期値 τij (0) として，

加えて，ランダム選択機構と局所探索との併用による効果

フェロモンがほとんど蓄積されていない状態（τij (0)  0）

についても解分布を用いて分析した．なお本論文では，ア

に設定するが，MMAS では，フェロモンが最大に蓄積さ

リのランダムウォークにアナロジを得たことから，ランダ

れている状態（フェロモン濃度の上限値）に設定する．こ

ム選択機構をランダムウォーク（Random Walk: RW）機
RS

構と称して，MMAS

RW

を MMAS

と再定義する．

のフェロモン濃度の上限値には，後述する式 (4) における

τM AX (0) を用いる*3 ．次に，エージェントを各地区に対し
てランダムに配置する．

2. QAP と MMASRW の概要

Step 2〔各地区への工場の割当て〕
MMAS を含む ACO におけるエージェントの枝選択

2.1 QAP とその問題クラス
組合せ最適化問題の 1 つである QAP は，問題サイズを

（QAP の場合，各地区への工場の割当て）は，フェロモン

n とした場合，互いにある距離 dij（地区 i と地区 j 間の距

の濃度と，対象問題から得られる問題領域固有のヒューリ

離）を持った n 個の地区に，互いに流量 fhk （工場 h と工

スティック（発見的）な情報に基づいて確率的に行われる．

場 k 間の流量）を持った n 個の工場を各々 1 つずつ割り当

時刻 t で地区 i にいるエージェント k が，割当て可能な工

て，距離行列 D と流量行列 F の成分ごとの積の総和が最

場集合 Nik の中から工場 j を選択する確率 pkij (t) は，次式

小になるような順列（割当て）π を求める問題であり，目

で与えられる．
⎧
α
β
⎪
⎨  [τij (t)] [ηij ]
α
β
pkij (t) =
l∈Nik [τil (t)] [ηil ]
⎪
⎩
0

的関数は次式で与えられる．

C(π) =

n 
n


dij fπ(i)π(j) .

(1)

i=1 j=1

ただし，D = [dij ]n,n や F = [fhk ]n,n ，D × F はそれぞれ
次数 n の正方行列である．

QAP にはそのベンチマーク問題として QAPLIB があ

if j ∈ Nik ,

(2)

if j ∈
/ Nik .

ただし，τij (t) は時刻 t での地区 i と工場 j とを結ぶ枝 eij に
蓄積されたフェロモンの濃度，ηij はヒューリスティックな
情報である．α と β は，τij (t) と ηij の相対的な重要度を決定

Class (ii)：グリッドベース問題クラス（Grid-based distance

する定数である．また，ηij は min-max coupling rule に基
n
づき，ηij = di · fj で与えられる [7]．ここで，di = j=1 dij
n
（i = 1, · · · , n）
，fh = k=1 fhk（h = 1, · · · , n）である．な

matrix ），Class (iii)：実問題クラス（Real-life instances ），

お，QAP におけるヒューリスティックな情報 ηij の詳細に

る．QAPLIB は，一般的に，Class (i)：ランダム生成問
題クラス（Unstructured, randomly generated instances ），

そして Class (iv)：実問題風テスト問題クラス（Real-life

ついては，文献 [7] を参照していただきたい．
エージェントは各地区を訪問し，そのつど，pkij (t) に従

like instances ）の 4 つの問題クラスに分類される．Class (i)
は，最適解を求めるのが最も困難であるとされている問題
クラスであり，距離行列と流量行列が一様乱数によって生
成されている．Class (ii) は，距離行列が n × n のグリッ

い確率的に工場を割り当てる処理を全地区に対して行うこ
とで，解を生成する．

Step 3〔解の評価〕
Step 2 で各エージェントが生成した解，つまり割り当て

ドから生成される問題クラスであり，その特徴から複数の
最適解が存在する．Class (iii) は，実社会に存在する QAP
で構成される問題クラスであり，流量行列に多くの 0 が含
まれている．Class (iv) は，Class (iii) と同様の性質を持つ
問題であるが，Class (iii) より大きな値が各行列に含まれ，
*1

http://www.opt.math.tu-graz.ac.at/qaplib/を参照していただ
きたい．
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た工場の順列をもとに，式 (1) に従ってコストを算出する．
それらの中から，時刻 t での最小コストとなる割当て，つま
り最良解（iteration-best solution: A∗ (t)）を決定する．こ
*2
*3

QAP の場合，枝 eij は頂点である地区 i と工場 j との結び付き
を表す．
本研究では，初期値としての τMAX (0) を求める際のコスト C + (0)
は，min-max coupling rule [7] に従って算出した．
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の時刻 t での最良解 A∗ (t) のコスト C ∗ (t) が，時刻 t までの

ただし，λ（0 ≤ λ ≤ 1）は，収束判定をどの程度厳しく行

探索過程で得られた最良解（best-so-far solution: A+ (t)）

うかの度合いである．この Λ(t) で，エージェントにおける

のコスト C + (t) より優れていれば，A+ (t) は A∗ (t) で更新

各地区への工場の割当てに関する収束状態を見積もること

される．

ができ，この値がある閾値 TΛ 以下になったときに，次式

Step 4〔終了判定〕

を適用することでフェロモン濃度を底上げし，収束に再び

時刻 t までの探索過程で得られた最良解 A+ (t) のコスト

揺らぎを与える．

+

C (t) が，終了判定条件を満たせば Step 6 へ，そうでなけ

τij (t) ← τij (t) + δ {τimax (t) − τij (t)} .

れば Step 5 へ進む．

Step 5〔フェロモン濃度の更新〕

ここで，δ（0 < δ < 1）は底上げ修正の強さを表すパラメー

フェロモン濃度の更新ルールは，Ant Colony System [4]

タである．

∗

時刻 t が最大時刻 tmax に達していれば Step 6 へ，そう

（ACS）に類似しており，次式のように A (t) を生成した
エージェントが用いた割当てにのみフェロモンを分泌し*4 ，

でなければ Step 2 へ戻る．

集中化（exploitation）の度合いを高める．

Step 6〔探索終了〕

τij (t) ← ρτij (t) + Δτij (t).

1/C ∗ (t) if eij ∈ A∗ (t),
Δτij (t) =
0
otherwise.

(3)

Step 4 の終了判定条件を満たした，あるいは時刻 t が最
大時刻 tmax に達したため，探索を終了する．

2.3 ランダムウォーク機構の MMAS への導入とラン
ダムウォーク率の感度解析

次に，次式のように区間 [τM IN (t), τM AX (t)] にフェロモ
ン濃度を標準化する．
⎧
⎪
τM IN (t)
⎪
⎪
⎪
⎨ τ (t)
ij
τij (t) ←
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
τM AX (t)

τM AX (t) =

文献 [5] の MMASRW は，式 (2) を基本とした枝選択
（工場の割当て）に加えて，確率的に無作為に枝を選択す

if τij (t) < τM IN (t),

るランダムウォーク機構を導入して，積極的に多様性を制

if τM IN (t) ≤ τij (t)
≤ τM AX (t),

(4)

御しようとするものであり，各地区への工場の割当てはこ
れらのどちらかで行われる．ランダムウォーク機構とは，

if τij (t) > τM AX (t).

エージェントが枝を選択する際に，式 (2) による枝選択を
行わず，つまりフェロモン濃度やヒューリスティックな情

1
.
(1 − ρ)C + (t)

報を利用せず，未訪問地区 i へ割当て可能な工場集合 Nik

√
τM AX (t) · 1 − n Pbest
√
.
τM IN (t) =
(n/2 − 1) · n Pbest

の中から当該未訪問地区 i に割り当てる工場を等確率でラ
ンダムに選択するというきわめてシンプルなものである．
時刻 t で地区 i にいるエージェント k が，割当て可能な工

ここで，n は問題サイズ，Pbest は制御パラメータ [3] であ
る．この標準化メカニズムにより，フェロモン集中による
多様化（exploration）の制限を防ぐことで探索領域を広げ，
従来手法である AS のフェロモン更新の欠点を補っている．
次に，PTS を実行する．PTS は，収束判定とフェロモ

場集合 Nik の中から工場 j を選択する確率 pkij (t) は，次式
で与えられる．
⎧ 1
⎨
Nik
pkij (t) =
⎩
0

ン濃度の底上げの 2 つからなる．収束判定には，Dorigo
らが提案した λ-branching factor [4] が使われる．時刻 t の

λ-branching factor の値である Λ(t) は，次式で与えられる．
1 
Λ(t) =
n



ij (t).

(5)

=

⎧
⎪
⎪
⎨ 1

if τij (t) > λ τimax (t) − τimin (t)

⎪
⎪
⎩ 0

otherwise.

+τimin (t),

τimax (t) = max τil (t),
1≤l≤n

*4

(7)

if j ∈
/ Nik .

また，式 (2) を基本とした従来の枝選択とランダムウォー
ク機構による枝選択との割合を調整するパラメータとして，
ランダムウォーク率 r が導入されている．この r により，
集中化と多様化のバランスを連続的に調整できる．そのた
ラメータであると考えられ，r と探索性能との関係を明ら
かにすることは重要である．そこで，それぞれの問題クラ
スに属する QAP を対象に，r について探索性能における感
度解析を行った．実験で用いたパラメータ値は，予備実験

τimin (t) = min τil (t).
1≤l≤n

時刻 t での最良解 A∗ (t) ではなく，時刻 t までの探索過程で得
られた最良解 A+ (t) を生成したエージェントが用いた割当てに
のみフェロモンを分泌する，という方法もあるが，本研究では
Stützle らの先行研究 [2] で用いられたフェロモン更新ルールに
従うものとした．

c 2013 Information Processing Society of Japan


if j ∈ Nik ,

め，r は MMASRW の探索性能に大きく影響を与えるパ

1≤i≤n 1≤j≤n

ij (t)

(6)

を参考に決定し，ACO に関する基本的なパラメータ値は

(α, β, ρ) = (2, 1, 0.7) とし，MMAS 特有のパラメータ値
は (Pbest , λ, TΛ , δ) = (0.05, 0.0001, 1, 0.04) とした．また，

PTS における収束判定は毎繰り返し*5 行うものとし，エー
*5

1 繰返しは，2.2 節の時刻 t が 1 進むのと同義である．
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(a) tai30a

(b) nug30
図 1 MMAS

RW

(c) kra30a

(d) tai30b

におけるランダムウォーク率 r の感度解析

Fig. 1 Sensitivity analysis of random walk rate r in MMASRW .
表 1

ジェント数 m は問題サイズ n と同数とした．各問題に対
して，ランダムウォーク率 r を 0.01 から 0.09 まで 0.01 間

Table 1 Searching ability of MMASRW (r = 0.01).

隔でそれぞれ変化させ，その結果をもとに感度解析を行っ
た．探索性能の評価には，最適解のコストに対する得られ
た最良解のコストと最適解のコストとの差の相対誤差率

RER の，全試行における平均値 RERAve を用いた．なお
実験の試行回数は，条件ごとにそれぞれ 50 回とし，各試
行における最大繰返し回数 tmax は n × 104 回とした．ま
た終了条件は，最適解が発見される（探索成功），または

tmax に達した時点で終了するものとした．
実験結果を図 1 に示す．同図は，tai30a（Class (i)），

nug30（Class (ii)），kra30a（Class (iii)），そして tai30b
（Class (iv)）の感度解析の結果である．ここで，r = 0.00

MMASRW （r = 0.01）の探索性能

QAP

RERAve [%]
MMASRW

MMAS

t value

P value

(i) Unstructured, randomly generated instances
tai20a

0.941147

0.953008

0.194912

8.46E-01

tai25a

1.494061

1.561443

0.761692

4.48E-01

tai30a

1.666746

1.813738

1.846045

6.79E-02

tai35a

2.392863

2.393600

0.009143

9.93E-01

(ii) Grid-based distance matrix
nug20

1.355642

1.453696

0.830668

4.08E-01

nug25

0.285256

0.336538

0.999602

3.20E-01

nug30

1.674722

2.102547

5.396385

4.73E-07

(iii) Real-life instances
bur26a

0.176620

0.208625

5.179352

1.19E-06

bur26b

0.157919

0.208366

4.200449

5.88E-05

bur26c

0.304318

0.373214

4.571964

1.41E-05

らの結果から，ランダムウォーク機構の導入による探索性

bur26d

0.238667

0.324646

4.023098

1.13E-04

能の向上が確認できるが，その一方で r が大きすぎると逆

bur26e

0.269313

0.340918

3.090720

2.60E-03

に悪化するケースがあることも分かる．問題の種類やサイ

bur26f

0.263066

0.366086

3.967776

1.38E-04

bur26g

0.257885

0.382905

5.014256

2.37E-06

bur26h

0.352825

0.513760

4.134632

7.51E-05

kra30a

2.740382

3.411924

6.507946

3.25E-09

能に不連続な影響を与えるものではないことが分かる．こ

kra30b

3.102603

3.632903

5.522982

2.74E-07

のため，最適な r に対する僅少なずれが，探索性能に大幅

(iv) Real-life like instances

な悪影響を及ぼすことはないものと推測できる．

tai20b

1.886070

2.238237

3.170553

2.03E-03

tai25b

2.102321

2.703103

8.254965

7.23E-13

tai30b

1.301839

2.835033

7.553814

2.24E-11

tai35b

2.229834

2.451523

0.752816

4.53E-01

の • 印で示されたデータは，ランダムウォーク率 r が 0.00
であることから，従来の MMAS の実験結果である．これ

ズによって最適な r は変化するが，今回対象とした r の範
囲においては，r の連続的な変化が MMASRW の探索性

3. QAPLIB の全問題クラスを対象とした評
価実験
3.1 MMASRW の探索性能評価
QAP における MMASRW の探索性能をより詳しく確
認するため，QAPLIB の全問題クラスに属する問題群を対
象に数値実験を行った．対象問題数は 21 問題とし，各問
題名については後述する表 1 を参照していただきたい．実

ての問題クラスにおいて共通のランダムウォーク率 r は，

2.3 節の感度解析の結果をもとに r = 0.01 とした．
実験の結果を表 1 に示す．同表の RERAve に関する下
線は，MMASRW と MMAS とを対象問題ごとに比較し

験で用いたパラメータ値などの実験条件は，2.3 節で述べ

た際の優れた方の値を示す．同様に，P 値に関する下線

た感度解析の実験と同様である．評価項目は，RERAve に

は，t 検定（有意水準 5%）の結果，従来の MMAS に対し

加え，MMASRW と従来の MMAS における RERAve の
統計的検定値*6 である
*6

t 値および P 値とした．なお，すべ

統計的検定値は，Student の t 検定によって算出した．

c 2013 Information Processing Society of Japan


て，MMASRW に有意差が認められた値を示す．表 1 の
結果より，21 対象問題中 14 問題において，MMAS に対
する MMASRW の優位性が確認できる．また RERAve に
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注目した場合，その 14 問題以外の問題においても MMAS
RW

と比較して MMAS

は良い値を示していることから，

表 2

Table 2 Searching ability of MMASRW
2-opt (r = 0.13).

MMASRW は従来の MMAS と同等以上の性能を有し
ていると考えられる．特に Class (iii) と (iv) において，
RW

MMAS

の優位性が認められた問題が多く見られる．

MMASRW
2-opt （r = 0.13）の探索性能

QAP

RERAve [%]
MMASRW
2-opt MMAS2-opt

tai20a

0.00

0.060840

導入は，それによる改悪は認められず，QAPLIB のすべて

tai25a

0.00

0.00

の問題クラスにおいて有効であることが確認できた．これ

tai30a

0.00

tai35a

0.00

tai40a
tai50a

上させる効果があることを示しているともいえる．

P value

(i) Unstructured, randomly generated instances

以上のことから，ランダムウォーク機構の MMAS への

は，適度なランダム性の導入は群れとしての探索性能を向

t value

1.500000

1.51E-01

—

—

0.040767

1.045532

3.10E-01

0.264484

5.520587

3.05E-05

0.235914

0.563514

6.862984

2.02E-06

0.343857

0.793057

7.044470

1.43E-06

(ii) Grid-based distance matrix

3.2 局所探索の MMASRW への導入

nug20

0.00

0.00

—

—

局所探索は，文献 [5] の先行研究ですでに MMASRW に

nug25

0.00

0.00

—

—

導入されているが，その手法はきわめて単純なものであり，

nug30

0.00

0.00

—

—

sko42

0.00

0.00

—

—

sko49

0.051313

0.059865

1.430194

1.70E-01

たすべての問題クラスを対象とする本研究においては，そ

sko56

0.00

0.002322

1.000000

3.31E-01

の探索性能が不十分であることが予備実験で確認された．

(iii) Real-life instances

そのため本研究では，処理は単純であるがより探索性能の

bur26a

0.00

0.00

—

—

優れた局所探索法として知られている最良移動戦略（Best

bur26b

0.00

0.00

—

—

Admissible Move Strategy: BAMS）[9] による 2-opt 法を

bur26c

0.00

0.00

—

—

bur26d

0.00

0.00

—

—

bur26e

0.00

0.00

—

—

bur26f

0.00

0.00

—

—

BAMS による 2-opt 法とは，時刻 t での最小コストと

bur26g

0.00

0.000036

1.000000

3.31E-01

なる割当て，つまり最良解 A∗ (t) をもとに，各地区に割

bur26h

0.00

0.00

—

—

り当てられた工場をランダムに 2 つ選択し入れ替える操

kra30a

0.00

0.00

—

—

kra30b

0.00

0.00

—

—

ste36a

0.00

0.090279

2.898328

9.58E-03

ste36b

0.00

0.00

—

—

先行研究に比べて対象とする問題サイズ n が大きく，ま

採用した．ここでは，QAP を対象とした場合を例にその
手法を概説する．

∗

作を複数回行うことで近傍 N (A (t)) を生成する．その近
∗

∗



傍 N (A (t)) の中の最も良い解を改善解 A (t) として移
動し，改善解に移動後，A∗ (t) ← A∗ (t) として新しい近
傍 N (A∗ (t)) を再度調べる操作を，改善解が見つからなく

(iv) Real-life like instances
tai20b

0.00

0.00

—

—

なるまで繰り返す手法である．なお，BAMS による 2-opt

tai25b

0.00

0.00

—

—

法を導入した MMASRW や MMAS を，MMASRW
2-opt ，

tai30b

0.00

0.00

—

—

MMAS2-opt と呼ぶことにする．

tai35b

0.00

0.00

—

—

tai40b

0.00

0.00

—

—

3.3 MMASRW
2-opt の探索性能評価

tai50b

0.00

0.00

—

—

局所探索の導入により探索性能の向上が見込めることか
ら，対象問題は 3.1 節の数値実験で用いた 21 問題に加え

た場合（r = 0.01）に比べて大きな値となっている．この

て，探索空間がより広範囲である問題サイズのより大きい

現象は，局所探索による近傍の集中的な探索に対してバラ

問題を追加し，合計 30 問題とした．実験で用いた ACO に

ンスをとるために，r を大きくし多様性を増していると解

関する基本的なパラメータ値や MMAS 特有のパラメー

釈できる．

タ値，終了条件，そして評価項目は，3.1 節の数値実験と同

実験の結果を表 2 に示す．同表の RERAve に関する下

様である．実験の試行回数は，条件ごとにそれぞれ 10 回

線は，MMASRW
2-opt と MMAS2-opt とを対象問題ごとに

とした．各試行における最大繰返し回数 tmax は，3.1 節の

比較した際の優れた方の値を示している．同様に，P 値に

4

数値実験と同様の n × 10 回とした．局所探索による近似

関する下線は，t 検定（有意水準 5%）の結果，MMAS2-opt

解生成数は，予備実験において局所探索の効果が十分に発

に対して，MMASRW
2-opt に有意差が認められた値を示して

揮できる必要最少数を決定し，n C2 × 0.6 とした．すべて

いる．表 2 の結果より，30 対象問題中 27 問題において，

の問題クラスで共通のランダムウォーク率 r は，2.3 節と

MMASRW
2-opt の RERAve は 0.00%を示していることが分

同様の感度解析を MMASRW に対して行い，r = 0.13 と

かる．残りの 3 問題に関しても，RERAve は 0.35%未満と

決定した．局所探索を併用した場合の r は，併用しなかっ

非常に良い結果を示している．特に，Class (i) の問題にお
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いて，ランダムウォーク機構の導入による探索性能の改

n × 103 （問題サイズ n = 30）とした．各散布図の左上に

善が顕著である．Class (i) は QAPLIB の中でも最も困難

記載した数値 d は，RER が 5%未満である最良解 A∗ (t) の

な問題クラスとされており [8]，MMAS2-opt においては，

個数を示している．また，図中の破線は RER が 5%の境

ほとんどの問題で RERAve が 0.00%に到達していない，

界線である．

RW

つまり最適解を発見できていない．一方で，MMAS2-opt

まず，MMAS（図 2 (a)，図 2 (e)，図 2 (i)，図 2 (m)）

は，Class (i) の 6 問題中 4 問題が 0.00%を示し，残りの

と MMASRW（図 2 (b)，図 2 (f)，図 2 (j)，図 2 (n)）を比

tai40a や tai50a に関しても，有意水準 5%の t 検定の結果，

較すると，ランダムウォーク機構を導入した場合に，RER

MMAS2-opt に対する有意差が認められる．

が 5%未満である最良解 A∗ (t) の個数 d が増加しているこ

表 1 と表 2 の結果を比較すると，これまでの先行研

とが確認できる．また，最良解 A∗ (t) の分布状況を見てみ

究 [7] でも報告されているとおり局所探索の導入により大

ると，MMASRW は，MMAS に比べて横軸方向にも縦

幅な探索性能の向上が認められる．ここで注目すべき点

軸方向にも全体的に分散傾向にあり，特にハミング距離が

は，MMAS2-opt で RERAve が 0.00% を示していない 9 問

より小さい解を生成していることが分かる．すなわち，ラ

題（tai20a，tai30a，tai35a，tai40a，tai50a，sko49，sko56，

ンダムウォーク機構の導入により，多様かつ良質な解が生

RW

bur26g，ste36a）において，MMAS2-opt ではそのうちの

成され，最適解に近い方向へ解探索が行われているといえ

6 問題が 0.00% に到達しており，残りの 3 問題についても

る．この傾向はすべての問題クラスで認められる．

MMAS2-opt より優れた探索性能を示していることであ

次に，MMAS（図 2 (a)，図 2 (e)，図 2 (i)，図 2 (m)）

る．局所探索は，探索における解の集中化を促し，解の質

と MMAS2-opt（図 2 (c)，図 2 (g)，図 2 (k)，図 2 (o)）を

を高める効果がある．しかしながら，解の集中化により局

比較すると，局所探索を導入した場合に，d が大幅に増加

所解に陥りやすく，その局所解から脱出できずに同様の解

していることが確認できる．また，縦軸のスケールが拡大

を探索し続けてしまうというデメリットが存在する．ラン

されており，最良解 A∗ (t) の分布状況は集中傾向にあるこ

ダムウォーク機構の併用は，局所探索の解の質を高めるメ

とが分かる．これは，局所探索の導入により探索における

リットを損なうことなく，局所解に陥りやすいデメリット

解の集中化が強まったことが理由としてあげられる．その

を補うことを可能にし，その結果，さらなる探索性能の向

一方で，ハミング距離がより小さい解を多く生成している

上を実現できていると考えられる．

ことが分かる．つまり，良質な解を生成しつつ，最適解に

4. ランダムウォーク機構と局所探索との併用
による効用
本章では，ランダムウォーク機構と局所探索との併用に
よる効果を分析するため，時刻 t での最良解 A∗ (t) に関す

近い方向へ解探索が行われているといえる．この傾向はす
べての問題クラスで認められる．
最後に，MMAS2-opt（図 2 (c)，図 2 (g)，図 2 (k)，図 2 (o)）
と MMASRW
2-opt（図 2 (d)，図 2 (h)，図 2 (l)，図 2 (p)）を比
較すると，ランダムウォーク機構と局所探索とを併用した

る散布図を用いて探索性能への影響を解析する．解析に

場合に，d の多少の増加が認められる．また，tai30b を除く

用いる散布図の横軸は，最良解 A∗ (t) と最適解とのハミン

すべての問題において，最良解 A∗ (t) の分布状況は分散傾

グ距離，縦軸は最良解 A∗ (t) の RER である．ここでいう

向にあり，特にハミング距離がより小さい解を生成してい

ハミング距離は，その値が 0 に近づくほど組合せ的に最

ることが分かる．d の増加幅がわずかなものでありながら

適解に近い解を生成していると判断でき，ハミング距離

最良解 A∗ (t) の分布状況が異なることから，MMAS2-opt

∗

が 0 の場合は最良解 A (t) が最適解であることを意味す

における局所探索の局所解に陥りやすく同様の解を繰り

る*7 ．図

2 は，それぞれ 4 つの問題クラスに属する tai30a，

返し探索してしまうデメリットを，この散布図は表してい

nug30，kra30a，そして tai30b を対象問題とし，MMAS，

るといえる．一方 MMASRW
2-opt では，局所探索の導入に

RW

MMAS2-opt ，MMAS

RW

，そして MMAS2-opt の 4 つの
∗

より探索における解の集中化が強まっているものの，最適

手法を用いて生成された最良解 A (t) の散布図である．具

解に近い（ハミング距離が小さい）解方向へ探索が行われ

体的には，図 2 (a) から図 2 (d) までが tai30a，図 2 (e) から

ており，分散傾向が見られることから，良質かつ多様な解

図 2 (h) までが nug30，図 2 (i) から図 2 (l) までが kra30a，

探索が行われているといえる．なお，tai30b については，

そして図 2 (m) から図 2 (p) までが tai30b に対する各手法

MMAS2-opt の探索における多様化と集中化のバランスが

のある 1 試行における探索結果をプロットしたものであ

ランダムウォーク機構の導入以前にすでに保たれており，

る．なお，繰返し回数（つまり，散布図上のデータ数）は，

その結果，ランダムウォーク機構との併用による効果がほ

*7

QAP はその問題特性上，最適解が複数個存在するケースがある．
ある特定の 1 つの最適解とのハミング距離をもとにした数回の予
備実験の結果，得られた散布図の分布状況に大きな差異は見られ
なかったため，今回はある特定の 1 つの最適解とのハミング距離
をもとに解析するものとした．
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とんど見られなかったものと考えられる．ランダムウォー
ク機構を併用しても変化が見られないということは，いい
換えれば，ランダムウォーク機構の併用により探索性能を
低下させるような悪影響はないともいえる．このことは，
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(a) tai30a, MMAS

(b) tai30a, MMASRW

(c) tai30a, MMAS2-opt

(d) tai30a, MMASRW
2-opt

(e) nug30, MMAS

(f) nug30, MMASRW

(g) nug30, MMAS2-opt

(h) nug30, MMASRW
2-opt

(i) kra30a, MMAS

(j) kra30a, MMASRW

(k) kra30a, MMAS2-opt

(l) kra30a, MMASRW
2-opt

(m) tai30b, MMAS

(n) tai30b, MMASRW

(o) tai30b, MMAS2-opt

(p) tai30b, MMASRW
2-opt

図 2

QAP の 4 問題における A∗ (t) の散布図

Fig. 2 Scatter diagram of A∗ (t) in four QAP instances.

3.3 節の表 2 からも確認できる．つまり，QAP の問題クラ

における解の集中化のデメリットから局所解に陥りやすい

スが未知である問題に対しても，ランダムウォーク機構と

傾向にある．そこで，ランダムウォーク機構を併用するこ

局所探索とを併用することで，良質かつ多様な解の生成を

とにより，局所解からの脱出を可能にし，良質かつ多様な

可能にし，より良い探索結果が期待できると考えられる．

解探索を実現できることが確認できた．

以上のことから，ランダムウォーク機構には多様な解を
生成するというメリットがあり，局所探索には探索におけ
る解の集中化を促し良質な解を生成するというメリットが
あることが確かめられた．その一方で，局所探索には探索
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5. おわりに
本論文では，QAPLIB の全問題クラスを対象として，

MMASRW および MMASRW
2-opt の探索性能を詳細に評価
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飯村 伊智郎 （正会員）

した．その結果，導入されたランダムウォーク機構はきわ
めてシンプルな手法ではあるが，QAPLIB の全問題クラ

昭和 44 年生．平成 6 年上智大学大学

スにおいて，MMASRW および MMASRW
2-opt がそれぞれ

院博士前期課程修了，同年（株）日立

従来の MMAS および MMAS2-opt と同等以上の探索性

製作所日立研究所入所，平成 9 年熊本

能を有していることが確認できた．また，ランダムウォー

県立技術短期大学校講師，平成 14 年

ク機構と局所探索との併用の効果に関する分析結果から，

熊本県立大学総合管理学部総合管理学

ランダムウォーク機構は局所探索の解質を高めるというメ
リットを損なうことなく，局所探索の局所解に陥るという
デメリットを補うことができ，その結果として探索性能の
さらなる向上が確認できたと考えられる．今後は，より大
規模な問題での評価を行いたい．
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Stützle, T. and Hoos, H.H.: Improvements on ant-system:
Introducing MAX –MIN ant system; Technical Reports
(AIDA-96-12), FG Intellektik, FB Informatik, TH Darmstadt (1996).
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