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０．　はじめに（１）　１．　はじめに
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組合せ最適化問題組合せ最適化問題

巡回セールスマン問題 ナップサック問題

スケジューリング問題 etc.

与えられた制約条件下で、目的関数値が
最小または最大になるような組合せを求める問題

実行可能解が
有限個

全解列挙により厳密な
最適解を求める事が可能



０．　はじめに（２）　１．　はじめに

問題の規模が大きくなる

実用的な時間内には計算が困難

厳密解法では計算量が飛躍的に増加する

But

応用の立場から
近似最適解を簡単に構成

発見的解法（ヒューリスティックス）
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０．　はじめに（３）　１．　はじめに

手軽に構成できる反面、
ヒューリスティックスと比べると時間がかかる

手軽に構成できる反面、
ヒューリスティックスと比べると時間がかかる

メタ・ヒューリスティックス

擬似アニーリング法 遺伝的アルゴリズム

Ant　systemTabu　Search etc.

解探索の一般的枠組み

実行時間の短縮
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　１．　はじめに

メタ・ヒューリスティックスとしては・ ・ ・

実行時間の短縮

本研究では…

複数台のコンピュータを用い、

メタ・ヒューリスティックスを並列計算させる

RSB法

独立な局所最適解を多数発生する独立な局所最適解を多数発生する

並列実行に向いている並列実行に向いている
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■ （Traveling Salesman Problem：TSP）とは

　２．　巡回セールスマンについて

： 都市

： 道

： 巡回路

訪問対象となる全ての都市を一度ずつ訪問して、
出発した都市に戻る巡回路を作る

訪問対象となる全ての都市を一度ずつ訪問して、
出発した都市に戻る巡回路を作る

距離や時間等に基づく総移動費用が
最小となる巡回路を求める問題

距離や時間等に基づく総移動費用が
最小となる巡回路を求める問題

2004/3/31 卒業研究発表 7



　２．　巡回セールスマンについて

■ の定式化
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　３．　RSB法

■ （Reduction by Selection Bias）とは

問題のサイズを　s:=n　とするステップ１

ランダムに選んだ初期解を逐次改善して
局所最適解を求めることをL回行う

ステップ２

局所最適解

-

- 初期解
解候補の集合

逐
次
改
善

s
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　３．　RSB法

■ （Reduction by Selection Bias）とは

L個の局所最適解から目的関数値の良いものをk個選びだす

共通部分が無ければ、ステップ２に戻る
ステップ３

･
･

･
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　３．　RSB法

■ （Reduction by Selection Bias）とは

しかるべき長さ以上の共通部分を最適解の構成要素とみなして
固定し、問題のサイズを縮小する（sを更新する）

ステップ４

･
･

･

固定する共通部分

ステップ５ sが充分小さくなったらステップ６に進むそうでなければ、

縮小された問題を新たな問題としてステップ２に戻る

今までに得られた最良の解を出力するステップ６
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　３．　RSB法

■

step 2step 2 で用いる逐次改善法は

比較的短時間で出力できるものが望ましい

逐次改善する時間≒RSB法の実行時間

今までは2-opt法のみ

2-opt法と3-opt法、2⇒3opt法を適用本研究では本研究では
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　３．　RSB法

■

RSB法の進行に伴い、都市は以下に分類される

（１） 両隣の都市が共に固定されていない都市 ・ ・ ・ ・

（２） 片隣の都市が固定された都市 ・ ・ ・ ・

（３） 両隣の都市が固定された都市 ・ ・ ・ ・

縮約後の都市問題縮約後の都市問題

都市列

固定された道
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　３．　RSB法

■

縮約後の都市問題縮約後の都市問題

問題が縮約されるとstep ２ で

が対象となる

問題のサイズs = n - (3) = (1) + (2)

（１） ・ ・ ・ ・ （２） ・ ・ ・ ・と

仮想都市
仮想都市とは

道は固定

移動費用は０
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　３．　RSB法

都市数 60

2004/3/31 卒業研究発表 15



　３．　RSB法

都市数 60
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　３．　RSB法

都市数 60
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　３．　RSB法

都市数 60 都市数 38
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枝(a，c)，(b，d)を追加

２-opt法の操作

巡回路の総コストが小さくなるように“2つ”の枝を交換

　４．　逐次改善法

a

b

c

d

c

d

a

b
枝(a，b)，(c，d)を削除

巡回路を１つ作るⅰ）

ⅱ）

交換できる枝が無くなるまでⅱを繰り返すⅲ）
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枝(b,e),(f,c),(d,a)を追加

３-opt法の操作

巡回路の総コストが小さくなるように“３つ”の枝を交換

　４．　逐次改善法

枝(b,c) ,(d,e),(f,a)を削除

ⅱ）

c f

e
ba

d

e
ba

d

c f

f c

d
ba

e
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　５．　RSB法の並列計算

並列計算

RSB法

ステップ２ ランダムに選んだ初期解を逐次改善して
局所最適解を求めることをL回行う

原因

独立な計算
が可能

独立な計算
が可能

頑健で高精度であるが時間がかかる
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①ネットワークで結ばれたコンピュータ間でのデータの送受
ＯＳＩ参照モデルとネットワークに遍在する伝送制御機構（プロトコル）
を利用

②各コンピュータ内のプログラムと転送制御部との間でのデータの送受

プログラム記述用言語が提供するシステム呼び出し機構を利用
（ＤｅｌｐｈｉのTCP/IPソケットコンポーネント）

③プログラム間でのデータ交換上の取り決め

開始、計算依頼、問題の縮小、出力、終了等のクライアントプログラムと
計算、計算結果の送信等のサーバプログラムとで構成

複数のプログラムが協調して仕事を行うには

③

①

②

ハブ

　５．　RSB法の並列計算

…

■
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ＴＣＰ／ＩＰおよび関連するプロトコルを使って、
他のシステムと通信するアプリケーションを作成する

他のマシンからのＴＣＰ／ＩＰ接続の要求を監視し、
要求を受信したときに接続を確立する

ＴＣＰ／ＩＰサーバーへの接続の指定、オープン時の接続の管理、
およびアプリケーション終了時の接続の終了を行う

　５．　RSB法の並列計算

■

ＳｅｒｖｅｒＳｏｃｋｅｔ　コンポーネント

ＣｌｉｎｅｔＳｏｃｋｅｔ　コンポーネント

2004/3/31 卒業研究発表 23



　５．RSB法の並列計算

“START”ボタンを押す

⇒問題をサーバマシン群に送信する

サーバマシン群から
計算結果を受け取る

集められた巡回路から
更に上位ｋ個選び出す

選ばれたｋ個の巡回路の枝の共通部分を
固定し、一つの都市とみなす

巡回路がｋ個とも同一

出力表示して終了

クライアントマシンクライアントマシン

サーバマシン群

“読み込み”ボタンを押す
⇒TSPLIBから問題を読み込む

“connect”ボタンを押す

⇒サーバマシン群に接続する
Yes

No

サーバマシン群に（L/サーバ）回

計算を繰り返すよう要請する

■
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　５．　RSB法の並列計算

クライアントマシンから何回計算を
繰り返すか命令を受け取る

求められた巡回路から巡回路長が
短い順に上位ｋ個選びだす

求めたｋ個の巡回路データを
クライアントマシンに送信する

ランダムに初期巡回路を作る

逐次改善法を行う

計算要求が満たされる
Ｎｏ

Ｙｅｓ

“Listenボタン”を押す

⇒接続待ち状態になる

サーバマシン群
サーバマシン群

…
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　５．　RSB法の並列計算

■

クライアント⇒サーバ
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サーバ⇒クライアント

１回目　 問題都市数、都市座標、逐次改善法、巡回路生成回数、

巡回路取出個数、サーバ番号

２回目以降 縮約問題都市数、縮約問題都市番号、都市連結情報

（巡回路、巡回路長）×k 個、サーバ番号



　６．　数値実験

　　　　　　　　　

1台 3台 4台

AMDK-6 300MHz, 62.0MB ○ サーバ サーバ

PenⅢ 450MHz,  127.0MB ― クライアント クライアント

PenⅡ 300MHz,  64.0MB ― サーバ サーバ

PenⅡ 450Mhz,  255.0MB ― ― サーバ

■

マシン　 ：ＰＣ／ＡＴ互換機

ＯＳ　　　：Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８
言語　　 ：Inprise Borland Delphi3.1

マシン　 ：ＰＣ／ＡＴ互換機

ＯＳ　　　：Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８
言語　　 ：Inprise Borland Delphi3.1
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　６．　数値実験

att 48

都市数 48

最適値 10628

都市配置

kroA 100 

都市数 100

最適値 21282

都市配置

TSPLIB ９５

■

最適値が既知
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　６．　数値実験

目的目的

複数台のコンピュータを用いた並列計算によって、
実行時間が短縮されることを確認する

問題名 台数 準最適値 実行時間[s] 短縮時間比率

att48 1 10631    (7) 3.85 ―

att48 3  (2) 10631.5 (8) 2.12 0.55

att48 4  (3) 10634.5 (6) 1.39 0.36

kroA100 1 21282  (10) 41.15 ―

kroA100 3  (2) 21282  (10) 20.44 0.49

0.55

0.36

0.49

準最適値、実行時間は10回の試行の平均

～～ 22--ooｐｔｐｔ、、((L,k)=(300,7)L,k)=(300,7)の結果の結果 ～～

■

（ｻｰﾊﾞ）
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　６．　数値実験

目的目的

逐次改善法において2-opt法と、3-opt法
2-opt法⇒3-opt法との時間、精度比較

準最適値、実行時間は10回の試行の平均

～～ 33台（サーバ台（サーバ22台）での台）での結果結果 ～～

問題名 逐次改善法 準最適値 準最適値/最適値 実行時間[s]

att48 2-opt（100,3） 10643（2） 1.0014 0.81

att48 3-opt（100,3） 10628（10） 1   18.79

att48 2⇒3-opt（100,3） 10628（10） 1 11.78

■

※2⇒3-opt  ： 2-opt法で収束させた後に3-opt法を適用する方法
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　６．　数値実験

数値実験（１）の結果に対する考察

実行時間の短縮が確認された

短縮比率が約（１/サーバ数）

通信時間等のロスはほとんど影響ない

数値実験（２）の結果に対する考察

3-opt、2⇒3-optとも１０回とも最適値

精度が高い

2⇒3-optの方が3-optよりも約40％速い

2⇒3-optの有効性の実証

■
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　７．　まとめ

目的

複数台のコンピュータで並列計算させることによって
RSB法の実行時間の短縮を図るプログラムの作成

結果

かなりの時間軽減がなされ、
並列計算の有効性が確認された

結果

目的
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結果

目的

　７．　まとめ

RSB法で用いる逐次改善法の比較

2⇒3-opt法の提案

2⇒3-opt法は単に3-opt法を適用するよりも

実行時間が短く、しかも精度は変わらず有効である
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　７．　まとめ

■

5台以上での検証

コンピュータの有効利用

クロック数の違いによる巡回路生成回数の配分

クライアントマシンのアイドル状態の解消
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