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タスクスケジューリング問題の厳密解求解における
探索ノード数削減アルゴリズム
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概要：本論文は，分枝限定法を用いたタスクスケジューリング問題の厳密解法の 1 つである DF/IHS 法
（Depth First/Implicit Heuristic Search method）の探索ノード数を削減するアルゴリズムを提案する．本
手法を用いて大規模なタスクスケジューリング問題を高速に解くために，並列探索アルゴリズムが提案さ
れているが，さらなる高速化を行うためには探索ノード数の削減が必要となる．DF/IHS 法の分枝操作は，
スケジュールが未確定となる時刻に実行可能なタスクの処理またはレディ状態を割り当てる全組合せを部
分問題として生成する．このため，不必要なレディ状態が割り当てられた部分問題が生成されることがあ
る．そこで，本論文では，DF/IHS 法の探索ノード数を削減するために，レディ状態を割り当てる部分問
題のうち，他の部分問題よりも短いスケジューリング長が得られない問題を探索することなしに判定し，
探索木中に生成することを抑制する．提案するアルゴリズムは，同一の PE に割り当てられたタスクを融
合することで，部分問題のタスクグラフを再定義する．次に，再定義したタスクグラフを比較することで，
探索する必要のない部分問題の生成を中止する．本アルゴリズムは，暫定解や下界値を用いないため，探
索の進行状況の影響を受けずに探索ノードを削減することができる．
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Abstract: This paper proposes a reduction algorithm of branching nodes for DF/IHS (Depth First/Implicit
Heuristic Search method) which is one of the eﬃcient algorithms for solving task scheduling problems using
branch and bound method. For solving large-scale task scheduling problems fast using the DF/IHS, it is necessary to not only using parallel search algorithms but reducing branching nodes. The branching operation
of the DF/IHS makes some subproblems by enumerating all combinations of the allocatable tasks and idle
tasks at the time when the schedule is undecided. For this reason, the DF/IHS may make subproblems assigned some unnecessary idle tasks. Therefore, for reduction of branching nodes of the DF/IHS, the proposed
method picks out some subproblems, whose schedule length is longer than others, from among subproblems
assigned idle tasks without search. The proposed algorithm redeﬁnes task graph of subproblem assigned
idle tasks in terms of task-fusion. Then it does not make unnecessary subproblems using the comparison of
the redeﬁned task graphs. Since the algorithm does not use upper and lower bounds, it is able to reduce
branching nodes without eﬀects of the search order.
Keywords: task scheduling problem, parallel processing, combinatorial optimization problem, DF/IHS,
branch and bound method
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1. はじめに
マルチコア CPU などのマルチプロセッサ環境の普及に
より，ソフトウェアの処理速度向上やシステムの稼働時間
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の短縮による省エネルギー化などを目的としたプログラム
の並列化が行われている [1]．このため，逐次のコードで記
述されたソースプログラムを自動的に並列化するコンパイ
ラに対して高い需要がある．並列化コンパイラにおいて，
プログラム言語の構文からループ構造などを抽出して並列
化するだけでは，ソースプログラム独自の特性などを活か
すことが難しく，最適なコンパイル結果が得られるとは限
らない [2], [3]．このため，目的コードを最適化するために

図 1

は，タスクスケジューリング問題の求解が必要となる．

タスクグラフの例

Fig. 1 An example of task graph.

タスクスケジューリング問題は，各プロセッサがどのタ
スクをどのような順序で実行すれば実行時間が最小になる
かを求める組合せ最適化問題である [4], [5]．本問題は，プ
ロセッサ数やタスクの処理時間，プロセッサ間の通信時間，
および，タスク間の先行制約の形状などが任意であるとき，

図 2

スケジュールパターンが膨大になるため短時間で最適解

スケジュールの例

Fig. 2 An example of schedule.

を求解することが難しい [6], [7]．本論文では，タスクスケ
ジューリング問題の中でも，粒度が大きい処理をタスクと
してモデル化した問題を扱う．本問題は，タスクの処理時
間に対して並列処理のオーバヘッドが無視できるほど小さ

受けずに探索ノードを削減することができる．

2. タスクスケジューリング問題

くなるが，このようなモデルにおいても（強）NP 困難に

タスクスケジューリング問題は，処理時間および先

なることが知られている [8]．このため，本問題の最適解求

行制約が任意のタスク n 個からなるタスク集合 T =

解には，分枝限定法 [9] による探索を行う必要がある．本

{T1 , T2 , · · · , Tn } を処理能力の等しい m 台のプロセッサ

問題の探索を効率良く行う手法として DF/IHS 法（Depth

からなるプロセッサ集合 P = {P1 , P2 , · · · , Pm } で並列処理

First/Implicit Heuristic Search）[10] が提案されている．

するスケジュールのうち，スケジュール長が最も短くなる

DF/IHS 法は，探索過程における枝刈りの効率を高め

スケジュールを求める問題である．ただし，各プロセッサ

るために，ヒューリスティック解法である CP/MISF 法

間のデータ転送時間は無視できるほど小さく，処理割込み

（Critical Path/Most Immediate Successors First）[10] の

は起こらないとする．タスクをノード，先行制約をエッジ

プライオリティリストを利用する探索アルゴリズムであ

としたグラフは，タスクグラフと呼ばれる DAG（無サイク

る．DF/IHS 法を用いることで効率良く探索することがで

ル有効グラフ）となる．図 1 に，タスク数 n = 5 のタスク

きるが，求解する問題の規模が大きくなるほど探索ノード

グラフの例を示す．図中では，ノード内の数値 i がタスク

数が多くなり探索時間が長くなる．DF/IHS 法による探索

番号，ノード左上の数値がタスク i の処理時間 time(i) を

では，各部分問題から子問題を作成する際にタスクまたは

表す．また，入口ノード T0 と出口ノード Tn+1 は処理時間

レディ状態を割り当てるパターンをすべて列挙し，それ

0 のダミータスクである．本論文では，タスクグラフを G，

ぞれの割当てパターンの部分問題を生成する．このため，

そのノードの集合を V (G)，エッジの集合を E(G) と表す．

DF/IHS 法は，不必要なレディ状態が割り当てられた部分

このように表記すると V (G) = T となる．

問題を生成することがある．そこで本論文では，DF/IHS

本論文では，スケジュール結果をガントチャートで表す．

法において不必要なレディ状態が割り当てられた部分問題

図 2 に，図 1 のスケジュール例を示す．本例では，処理時

を判別し，探索過程で生成する部分問題数を削減する手法

間が 0 であるダミータスクの割当ては太線で表している．

を提案する．

また，図中の φ は，プロセッサにレディ状態を割り当てた

提案するアルゴリズムは，探索する必要のない部分問題

ことを示す．本例のスケジュールは，図 1 のすべての先行

を判別するために，探索木上の部分問題を再定義し，同一

制約を満たしているため，スケジュール長 6 の実行可能解

のプロセッサに割り当てられたタスクを融合して 1 つのタ

である．

スクと見なす．これにより，再定義された部分問題におい
て，タスクの割当て時刻のスケジュールが確定していない

3. DF/IHS 法

プロセッサにレディ状態を割り当てて生成した子問題のタ

DF/IHS 法は，CP/MISF 法のヒューリスティックを用

スク割当て時刻を利用して，探索する必要のない部分問題

いて分枝操作を行う分枝限定法である．以下では，DF/IHS

の分枝を中止する．このように，提案するアルゴリズムは，

法の木探索アルゴリズムおよび，下界値の導出手法につい

暫定解や下界値を用いないため，探索の進行状況の影響を

て述べる．
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図 3 DF/IHS が生成する探索木の例

Fig. 3 An example of search tree by the DF/IHS.

3.1 DF/IHS 法の木探索アルゴリズム

DF/IHS 法は，精度の良い暫定解を用いた限定操作に

DF/IHS 法の分枝操作は，スケジュールが未設定となる

よって多くのノードを枝刈りするために，CP/MISF 法 [10]

時刻が最も早いプロセッサに対して，その時刻に実行可

のヒューリスティックにおいて評価が高い部分問題を優先

能なタスクの処理またはレディ状態を割り当てることで，

的に探索する．このため本手法は，以下のように R と SP

部分問題 πi （i = 1, 2, · · ·）を生成する．図 3 に，図 1 の

を順序付けする．

タスクグラフを DF/IHS 法で探索する例を示す．図 3 中

R のタスクは，CP/MISF 法のヒューリスティックで高

の R は各部分問題において実行が可能なタスクを順番に

い割当てプライオリティを持つタスクほど先頭にくるよう

並べた集合であり，R 中の φ はレディ状態を表す．R に

に順序付けて格納する．CP/MISF 法のヒューリスティッ

レディ状態が含まれるのは，実行可能なタスクを割り当て

クは，クリティカルパス（CP）[12] の長いタスクほど割当

るようなスケジューリングが最適解であるとは限らない

てプライオリティを高く設定する．また，CP 長が同じタ

ためである [11]．また，SP は，R 中のどのタスクを割り

スク間においては直接の後続タスク数が多いタスクほど割

当てるかを指定するポインタである．SP は，その部分問

当てプライオリティを高く設定する．ただし，レディ状態

題において使用可能なプロセッサに R の何番目のタスク

φ は，割当て優先度を最も低く設定するため，つねに R の

を割り当てるかを指定することで，レディ状態を含めたす

最後尾に格納する．本例の場合は，CP 長が大きいタスク

べての割当てパターンの子問題を生成する．同じ部分問題

ほどタスク番号が小さいため，R をタスク番号順に記述す

から生成される子問題には同じ SP を持つ問題が存在しな

るだけでよい．本例のように CP 長の順にタスク番号が割

い．このため，根から順に深さ d の部分問題までの SP を

り振られていない問題においても，CP 長の順にタスク番

SP = [(SP0 ), (SP1 ), (SP2 ), · · · , (SPd )] というように並べ

号を振り直すような前処理を行うことで同様に探索がで

ることで，任意の部分問題を指し示すことができる．たと

きる．

えば図 3 において，SP = [(1, 2), (1), (1), (1), (1)] の部分
問題は，探索木上で最も左側の葉を指し示す．
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SP は，R の先頭にあるタスクを優先的に割り当てる子
問題から順に生成する．図 4 に，次に探索する部分問題の
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τ = lbcr (πa ) − tpass (i) − min tπa (P i)
1≤i≤m

f (τ j , t) =

t ∈ [τ , τ + time(j)]

1,

f or

0,

otherwise

(7)
(8)

4. 探索ノード数の削減
分枝限定法の探索時間を削減するためには，一般的に，
限定操作および分枝操作においてそれぞれ探索ノード数を
減らすための工夫が必要である [9]．このため，限定操作
において多くの部分問題を枝刈りできるように，タスクス
ケジューリング問題の下界値の精度向上に関する研究が行
われている [14], [15]．DF/IHS 法においても，探索ノード
数を最小限に抑えるために，式 (1) のように下界値を求め
るためのヒューリスティックを複数用いることで限定操作
の効率を高めている．しかし，DF/IHS 法の分枝操作にお
図 4

いては，実行可能解をすべて列挙するように探索木を生成

SP 値設定の擬似コード

Fig. 4 Pseudo-code of calculating SP.

するため，無駄な部分問題の生成を抑制しているとはいい
難い．

SP を生成する疑似コードを示す．図 4 のように SP を設

無駄な部分問題の例として，図 3 において SP = [(1, 4)]

定することで，最初に得られる実行可能解が CP/MISF 法

の部分問題をあげる．本部分問題は，P1 ，P2 ともに時刻

の解と等しくなるため，探索初期に精度の良い暫定解を得

2[u.t.] までのスケジュールまでが確定している．また，

ることができる．

タスク T1 のみが割当て済みであり，時刻 2[u.t.] の段階
で T1 の先行制約のみ解決される．ここで，本部分問題と

3.2 下界値の計算

SP = [(1, 3)] の部分問題を比較する．SP = [(1, 3)] の部分

DF/IHS 法では，部分問題 πa の下界値 lb(πa ) を，式 (1)

問題は，スケジュールの確定している時刻が SP = [(1, 4)]

によって求める [13]．ただし，式 (1) の計算は，πa が限定

の部分問題と等しいにもかかわらず，T1 だけでなく T3 が割

可能であると分かった時点，つまり，lb(πa ) ≥ (暫定解) が

当て済みタスクであるため，時刻 2[u.t.] の段階で T1 と T3

決定した時点で打ち切る．式 (1) 中の lbcr , lbdiv , lbhu は，

の先行制約が解決される．このため，SP = [(1, 3)] の部分

式 (2)〜式 (4) により求める．

問題は，少なくとも SP = [(1, 4)] の問題よりも精度の高い

lb(πa ) = max{lbcr (πa ), lbdiv (πa ), lbhu (πa )}

(1)

lbcr (πa ) = max cp(i) + min tπa (P i)
1≤i≤m
i∈I(πa )
⎤
⎡
 time(i)
⎥ + min tπ (P i)
lbdiv (πa ) = ⎢
a
⎥
⎢
⎢i∈I(πa ) m ⎥ 1≤i≤m

(2)

lbhu (πa ) = lbcr (πa ) + q(πa ) 

(4)

実行可能解が得られると判断できる．よって，SP = [(1, 4)]
の部分問題は探索する必要のない部分問題である．

DF/IHS 法の探索過程において無駄な部分問題を生成し
ても，限定操作によって枝刈りすることで，部分問題数を

(3)

削減できる可能性がある．ただし，限定操作による枝刈り
は，暫定解の精度に影響を受けるため，探索する必要がな
い部分問題でも枝刈りされない可能性がある．そこで，本

ここで，I(πa ) は πa の未割当てタスク集合，cp(i) は出口

論文では，生成された部分問題のうち探索する必要のな

ノードからタスク Ti までの最長パス長，tπa (Pi ) はノード

い部分問題を，下界値や暫定解を用いずに判定し，枝刈り

πa においてプロセッサ Pi のスケジュールがまだ決まって

する．

いない時刻を表す．また，thu は，Fernández によって拡

以降では，まず，4.1 節と 4.2 節で部分問題を再定義し，

張された Hu の下界 [14] である．式中の q(πa ) は，式 (5)〜

探索する必要のない部分問題を一般化する．次に，4.3 節

式 (8) のように負荷密度関数 F (τ , t) から求める．

で提案するアルゴリズムについて述べる．

q(πa ) =

max

0≤tk ≤lbcr (π
 a )−t0

F (τ , t) =



−tk +

1
m

 tk
0

f (τ , t)

j∈I(πa )

c 2014 Information Processing Society of Japan


(5)
F (τ , t)dt

4.1 部分問題の再定義
本論文では，DF/IHS 法の探索過程において探索する必

(6)

要のない部分問題を判別しやすくするために，部分問題
を再定義する．本論文で再定義する部分問題は，同一プロ
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とする．このとき，部分問題 πb は探索する必要のない部
分問題である．
以下では，DF/IHS 法の探索過程において，定理 4.1 の

πb のように他の部分問題のタスクグラフを自身のタスクグ
ラフが包含している部分問題を探索しなくても最適解を求
解できることを示すために補題を設定し，証明する．
図 5 部分問題の例

Fig. 5 An example of subproblem.

補題 4.1 Gπa は Gπb の部分グラフであるとする．この
とき，Gπb の実行可能解 S(πb ) と同じ時刻に Gπa のタスク
を実行するスケジュール S(πa ) があるとき，スケジュール

S(πa ) は Gπa の実行可能解である．
セッサに割当てが確定している処理内容のうちダミータス

証明 4.1 E(πa ) ⊆ E(πb ) より，E(πb ) の先行制約がす

クである入口ノード T0 以外を，レディ状態を含め 1 つの

べて満たされているとき E(πa ) もすべて満たされる．す

タスクとして扱う．そして，元の部分問題を，タスクの融

べての先行制約を満たしたスケジュールは，タスクスケ

合によって生成されたタスクを各プロセッサの時刻 0 に

ジューリング問題の実行可能解である．このため，補題 4.1

割り当てた場合のスケジュールを求める問題に置き換え

が成り立つ．

る．このとき，新たなタスクとして再定義されるタスクは，

補題 4.2 Gπa は Gπb の部分グラフであるとする．部分

DF/IHS 法の分枝規則によって，すべての先行制約を満た

問題 π の最適解のスケジュール長を Best(π) とおいたと

すように割当てが決められている．このため，割当て済み

き，Best(πa ) ≤ Best(πb ) が成り立つ．

タスクを新たに定義されたタスクに置き換えた部分問題を

証明 4.2 背理法を用いる．Best(πa ) > Best(πb ) と仮

探索しても，元の部分問題から最適解を探索することがで

定する．このとき，補題 4.1 より，部分問題 πa には Best(πb )

きる．また，同様の理由から，新たに定義された部分問題

と同一のスケジュール長を持つ実行可能解が存在するはず

のタスクグラフから，元の部分問題で各プロセッサに最後

である．このため，Best(πa ) > Best(πb ) が成り立たない．

に割り当てられたタスクと入口タスク以外の先行制約を取

よって，補題 4.2 が成り立つ．

り除いても，元の部分問題の先行制約を守ることができる．
図 5 に，再定義した部分問題の例を示す．図 5 中の網

補題 4.2 より，Gπa が Gπb の部分グラフであるとき，

Best(πa ) ≤ Best(πb ) であり，部分問題 πb を探索しても

掛け部分は，複数のタスクを融合して生成したタスクであ

πa よりも短いスケジュール長が得られない．このため，

ることを表す．図 5 のように，複数のタスクを融合して生

DF/IHS 法の探索過程において πb の探索を打ち切っても，

成したタスクのタスク番号は，元の部分問題のタスク番号

DF/IHS 法の探索結果における最適性は失われない．

と重複しないように，割り当てられたプロセッサ Pi のプ
ロセッサ番号 i を用いて n + 1 + i とする．タスク Tn+1+i
の先行タスクは T0 ，後続タスクは元の部分問題において

Pi に最後に割り当てられたタスクの後続タスクである．

4.3 提案するアルゴリズム
4.1 節より，図 3 中の SP = [(1, 2), (1)] の部分問題と
SP = [(2, 3), (1)] の部分問題は，部分問題を再定義すると

上記のように部分問題を再定義すると，各プロセッサに

同じタスクグラフで表すことができる．このため，定理 4.1

割り当てられたタスクがどの順番で実行されたかという情

により，どちらか一方の部分問題のみ探索すればよく，片

報を失ってしまう．しかし，DF/IHS 法は，どのようにタ

方の部分問題を枝刈りできる．このように，DF/IHS 法が

スクを割り当てることで現在探索中の部分問題が生成され

探索過程で生成する部分問題の中には，定理 4.1 によって

たかという情報を SP に格納している．このため，暫定解

探索する必要がないと判定される問題が多くある．これら

が更新された際には，SP を根から葉までたどることで，

の部分問題をすべて発見するためには，ハッシュテーブル

生成されたスケジュールを知ることができる．

のようなデータ構造を用いて，探索過程で生成した部分問
題をすべて記憶する必要がある．DF/IHS 法は，ハッシュ

4.2 探索する必要のない部分問題
探索する必要のない部分問題は，4.1 節で再定義した部

テーブルを使わずに探索するため，ハッシュテーブルを追
加すると，それを管理する処理を追加する必要が生じる．

分問題を用いて一般化すると，定理 4.1 のように表すこと

DF/IHS 法に新たな処理を追加すると，そのアルゴリズム

ができる．

がうまく働くような問題の求解においては高い効果を期待

定理 4.1 部 分 問 題 πa の タ ス ク グ ラ フ で あ る

できるが，そうでない問題を求解する際には，追加した処

Gπa (V (πa ), E(πa )) と 部 分 問 題 πb の タ ス ク グ ラ フ で あ

理の分だけ探索時間が増加するというトレードオフが生じ

る Gπb (V (πb ), E(πb )) に お い て ，V (πa ) ⊆ V (πb ) か つ

る．そこで，本論文では，なるべく DF/IHS 法に追加する

E(πa ) ⊆ E(πb )，つまり，Gπa は Gπb の部分グラフである

処理が少なくなるようにアルゴリズムを設計し，SP を設
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削減するスケジュールの例

Fig. 6 An example of reduced schedule.

定する際に，探索する必要がないことが容易に判定可能な
部分問題のみを削減する．
図 6 に，本論文が探索を打切る部分問題の例を示す．ガ
ントチャート中の点線は，タスクまたはレディ状態を割り
当てることで生成された子問題のタスク割当て時刻を示す．
図 6 (a) の部分問題は，スケジュールが確定している時刻

図 7 最小処理時間のみを用いた SP 値設定の
擬似コード

が最も短いプロセッサに対して割当てが行われても，スケ
ジュールが確定している時刻が最も短いプロセッサが変わ

Fig. 7 Pseudo-code of calculating SP using minimal
task processing time.

らないようなタスク i がレディ状態であるとする．このと
き，(a) の部分問題において，レディ状態を割り当てられ
た子問題が (b)，タスク i を割り当てられた子問題が (c) で
ある．(b) の部分問題と，(c) の部分問題から生成される子
問題である (d) の部分問題を，4.1 節のように再定義する
と，(b) の部分問題のタスクグラフが (d) のタスクグラフの

図 8 提案手法が効果的に働く部分問題の例

部分問題となる．このため，(c) の部分問題を探索するこ

Fig. 8 An example of working eﬃciently by the proposed

とで (d) の部分問題も探索されるので，定理 4.1 より (b)

method.

の部分問題は探索する必要がないと判定できる．このよう
に，提案するアルゴリズムは，あるタスクを割り当てるこ

在するとき，探索を中止する．

とで子ノードの割当て時刻が早まるような割当てパターン

上記のように，提案手法は，下界値を用いずに部分問

が存在するときに，そのタスクが割り当てられずにレディ

題を枝刈りできる．このため，提案手法を用いることで，

状態を割り当てられて生成された部分問題を探索木から取

DF/IHS 法で下界値の精度が低い部分問題を枝刈りできる

り除く．複数のプロセッサにタスクを割り当てる部分問題

可能性がある．図 8 に，提案手法が有効に働く部分問題の

においても，SP の要素が確定するたびに 4.1 節の再定義

例を示す．DF/IHS 法の下界値を求めるヒューリスティッ

を行い，同様の手順で探索木から取り除くことができる．
特定のタスクを連続して割り当て続けるように SP を設

クでは，図 8 中の斜線部のタスクが割当て済みの時刻にも
未割当てタスクを割り当てるように計算する．このため，

定する場合，子問題の生成は容易になるが，DF/IHS 法が

斜線部の時刻が長い部分問題ほど，式 (1) で高精度な下界

探索に採用している CP/MISF 法のヒューリスティックを

値が求まりにくく，DF/IHS 法で枝刈りが起こりにくくな

利用できなくなる．このため，提案するアルゴリズムでは，

る．一方，提案手法では，SP を用いて φ を割り当てる子

DF/IHS 法の探索順序を変えないようにする．

問題の包含関係を判定し，枝刈りできる．

以上をふまえ，本論文で提案するアルゴリズムの疑似
コードを図 7 に示す．図 7 のコードでは，レディ状態を

5. 評価

割り当てられずに生成された部分問題の探索は従来どおり

提案手法の有効性を示すために，DF/IHS 法と提案手法

に行う．一方，φ を含む割当てによって生成された部分問

で生成される部分問題数および探索時間を比較し，評価す

題は，生成時に，自身の割当て時間と親問題の割当て時間

る．本評価で用いるタスクスケジューリング問題には，標

の差よりも処理時間が短い未割当ての実行可能タスクが存

準タスクグラフセット [16] の 50 タスクの問題 60 問を用い
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る．以下の節では，まず，枝刈りによる部分問題の削減効

また，実行可能なタスク数が少ない問題において高い削

果が最も高いと考えられる深さ 1 の部分問題の数について

減率が得られたが，度数分布表において，実行可能なタス

評価する．次に，求解過程で生成された部分問題数および

ク数と削減率に相関があるとはいい難い．このため，削減

探索時間を評価する．

率が最も低い問題と最も高い問題に着目する．本評価にお

5.1 深さが 1 の部分問題数の測定

本問題は，実行可能なタスク数が 16 で，実行可能なタス

いて最も削減率が低い問題は，削減率が約 0.01%であった．
本評価では，DF/IHS 法と提案手法が探索する深さ 1 の

クの処理時間の最小値が 1，処理時間が 1 の実行可能タス

部分問題の数を比較する．表 1 に，DF/IHS 法および提案

クが 7 個の問題である．このため，処理時間が 1 のタスク

手法による求解過程において生成される部分問題数を，根

が割り当てられる SP のパターンが多くなり，削減率が低

の部分問題で実行可能なタスク数による度数分布表で示す．

くなったと考えられる．一方，本評価において最も削減率

表 1 の括弧内の数値は削減率である．削減率は，DF/IHS

が高い問題は，削減率が約 50.00%であった．本問題は，実

法で生成する部分問題数を n(SDF/IHS )，提案手法で生成

行可能なタスク数が 17 で，実行可能なタスクの処理時間

する部分問題数を n(Sproposed ) とおいて，式 (9) で求める．

の最小値が 1，処理時間が 1 の実行可能タスクが 1 個の問

削減率 [%] =

n(SDF/IHS ) − n(Sproposed )
× 100
n(SDF/IHS )

題である．このため，レディ状態が割り当てられた部分問

(9)

題のうち，処理時間が 1 のタスクが同時に割り当てられて
いない SP のパターンが多くなる．これにより，高い削減

表 1 より，プロセッサ数 m が大きいほど，削減率が高

率が得られたと考えられる．以上より，提案手法は，同一

くなることが分かる．これは，提案手法が探索する必要

処理時間タスクが少ない問題ほど，高い削減率が得られる

があるかどうかを判定する部分問題が，レディ状態が割

と期待できる．

り当てられた部分問題だけだからである．同一の R を持
つ部分問題において，プロセッサ数が m の SP のパター

5.2 求解過程で探索する部分問題数の測定

ンはプロセッサ数が m 未満の SP をすべて含む．たとえ
ば，R の要素数が 4 のとき，m = 2 の SP は (0, 1)，(0, 2)，

(0, 3)，(1, 2)，(1, 3)，(2, 3)，(3, 3) となり，m = 3 の SP
は (0, 1, 2)，(0, 1, 3)，(0, 2, 3)，(0, 3, 3)，(1, 2, 3)，(1, 3, 3)，

(2, 3, 3)，(3, 3, 3) となる．R の 3 番目の要素はレディ状態

削減率が負の問題は 2 問（約 0.8%）であった．図 9 に，

が割り当てられる．このように，プロセッサ数が増えるこ
とで，レディ状態を割り当てる SP の割合が大きくなる．

う．これにより，プロセッサ数 m が大きいほど，高い削減
率が得られた．

表 1

の下界値の計算には，3.2 節の式 (1) を用いる．式 (9) を用

175 問（約 72.9%），削減率が正の問題は 63 問（約 26.3%），

ていない SP の組合せにも，m = 3 のときにはレディ状態

分問題に対して探索する必要があるかどうかの判定を行

し，求解過程で生成される部分問題数を評価する．本評価
いて削減率を求めた結果，240 問中，削減率が 0 の問題は

の割当てであり，m = 2 のときにはレディ状態を割り当て

このため，提案手法は，プロセッサ数が多いほど多くの部

本節では，DF/IHS 法と提案手法で 2，4，8，16 台のプ
ロセッサへ割り当てるタスクスケジューリング問題を求解

削減率が正の値になった問題の削減率の分布を示す．図 9
の横軸は DF/IHS 法が生成した部分問題数，縦軸は削減率
である．図 9 より，DF/IHS 法で部分問題が多く生成され
る問題ほど，削減率が高く，提案手法が有効に働くことが
分かる．

DF/IHS 法と提案手法が生成する d = 1 の部分問題数 [個]

Table 1 Number of subproblems of d = 1 using the DF/IHS and the proposed method.
DF/IHS 法

実行可能

提案手法

問題数

m=2

m=4

m=8

m = 16

m=2

m=4

m=8

m = 16

3–5

7

13.0

24.6

25.3

25.3

9.4

13.1

13.1

13.1

(27.69)

(46.75)

(48.22)

(48.22)

6–10

19

37.1

184.5

345.0

345.9

30.8

134.8

247.6

248.4

(16.98)

(26.94)

(28.23)

(28.19)

78.6

861.2

6244.1

8120.9

(12.67)

(24.10)

(35.17)

(36.83)

143.5

2926.9

63247.3

147724.0

タスク数

11–15

18

90.0

1134.6

9632.1

12855.9

16–20

12

158.0

3492.8

84435.5

207492.8

21–25

4

283.5

11801.0

1154464.5

17435441.0
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(9.18)

(16.20)

(25.09)

(28.81)

262.3

10144.5

892235.8

12146605.5

(7.48)

(14.04)

(22.71)

(30.33)
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図 9 DF/IHS 法に対する提案手法の削減率

Fig. 9 Reduction rate of the proposed method
with the DF/IHS.

図 11 DF/IHS 法に対する提案手法の高速化率

Fig. 11 Speedup ratio of the proposed method
with the DF/IHS.

4，8，16 台のプロセッサへ割り当てるタスクスケジュー
リング問題を求解し，探索時間を評価する．評価環境は，

CPU が AMD Phenom II X6 1100T（3.3 GHz），メモリが
8 GB である．また，本評価では，高速化率を式 (10) で定
図 10 提案手法を用いることで部分問題数が増える例

義する．

Fig. 10 An example of increase of subproblems
by the proposed method.

高速化率 [倍] =

DF/IHS 法の探索時間
提案手法の探索時間

(10)

また，図 9 において，提案手法を用いることで部分問

図 11 に，DF/IHS 法に対する提案手法の高速化率を示

題数が増加した問題が 2 問あった．これは，提案手法に

す．図 11 の横軸は DF/IHS 法の探索時間，縦軸は高速化

よって，精度の高い上界値を持つ部分問題が枝刈りされた

率である．図 11 より，高速化率が 1 以上となった問題は

ためであると考えられる．図 10 に，提案手法を用いるこ

236 問（約 98.3%），1 未満となった問題は 4 問（約 1.7%）

とで生成される部分問題数が増加する例を示す．図 10 は

であることが分かる．このため，提案手法を用いることで，

DF/IHS 法が生成する探索木であり，灰色の部分問題が初

多くの問題の探索時間を短縮できることが確認できた．ま

期解よりも精度の良い暫定解を与える部分問題であると

た，提案手法を用いることで，最大約 79.3 倍，相乗平均で

する．DF/IHS 法は，探索木左側から深さ優先探索を行う

約 1.26 倍高速に探索することが確認できた．

が，枝刈りの判定に下界を用いるため灰色の部分問題を枝

図 11 において高速化率が 1 未満の問題 4 問のうち，2 問

刈りせずに探索し，暫定解を更新する．このため，本例の

の高速化率は約 0.99 倍であり DF/IHS 法と提案手法にほ

DF/IHS 法は，灰色の部分問題の暫定解を用いた枝刈りが

とんど差がなかったが，残り 2 問の高速化率は約 0.80 倍と

行われ，点線の部分で枝刈りが起こり黒色の部分問題を探

約 0.001 倍であった．特に高速化率が低かった 2 問題は，

索する必要がなくなる．一方，提案手法では，最適解が存

5.2 節の測定において部分問題数が増加し，削減率が負の値

在しないと判断された部分問題は，どんなに精度の高い暫

になった問題であった．しかし，これらの問題は DF/IHS

定解を持っていても探索が打ち切られる．図 10 において

法での探索時間 0.1 秒未満と短いため，提案手法でも短い

提案手法が灰色の部分問題の探索を打ち切ると，探索の初

時間で探索することが可能である．また，5.2 節の評価に

期に精度の良い暫定解を得ることができなくなる．これに

おいて提案手法を用いても DF/IHS 法と部分問題数が変わ

より本例の提案手法は，点線の部分で枝刈りできずに黒色

らなかった 175 問のうち，173 問は高速化率が 1 より大き

の部分問題を探索する必要が生じ，求解過程で生成する部

かった．これは，提案手法が，式 (4) による下界値の計算

分問題数が増加する．このように，DF/IHS 法の初期段階

よりも高速に枝刈りの判定をできるためである．

で探索された精度の高い暫定解を持つ部分問題を提案手法
が枝刈りすると，暫定解が更新されるまでの間，下界値を
用いた枝刈りの効率が落ちる．これにより，求解処理全体

6. おわりに
本論文では，探索する部分問題数を削減するために，暫

での探索する部分問題数が増えたと考えられる．ただし，

定解や下界値を用いずに DF/IHS 法で生成される無駄な部

提案手法は，DF/IHS 法と同様に CP/MISF 法の解を必ず

分問題を削減するアルゴリズムを提案し，有効性を評価し

初期解として探索するため，精度の高い初期解を用いて枝

た．評価の結果，提案手法を用いることで，DF/IHS 法が

刈りし，多くの問題で高い削減率が得られたと考えられる．

生成する部分問題数を最大約半分に削減できることが確認
できた．また，提案手法は，DF/IHS 法に比べて，探索時

5.3 探索時間の測定
本節では，5.2 節と同様に，DF/IHS 法と提案手法で 2，
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本手法は，暫定解や下界値を用いずに探索する部分問題
数を削減できるため，探索順序に関係なく部分問題数を削
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実行する際には，同時に探索を行うスレッドやプロセス間

学大学院情報科学研究科情報科学専攻

で暫定解を共有するためのコストの削減などが期待でき

博士前期課程修了．同年同大学院情報

る．また，並列化コンパイラにおけるタスクスケジューリ

科学研究科情報科学専攻博士後期課程

ングに本手法を用いることで，最適化された目的コードを
さらに高速に生成できるようになることが期待できる．

入学．主として，並列探索に関する研
究に従事．
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