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闘繍語圏
スケジューリング問題の新解法

(8) :スケジューリング問題に対する

シミュレーティドアニーリング法
木瀬 洋

1 • はじめに

シミュレーティドアニーリング( Simulated Annealｭ

ing ，以下， SA と略記)は難しい(言わゆる NP 医離

な)組合せ最適化問題に対する有力なメタヒューリス

ティクの 1 つであり，国体のアニーリング(焼きなま

し)という物理的プロセスからの類以性に基づいてい

る点が大きな特長である。本誌でもかつて中野ら [22] , 

また，車庄では久保 [15] によって取上げられている。

ここでは SA の基本戦略と共にジョブショプスケ

ジューリング問題に対する SA の最近の成果を解説す

る。最後に，この実践講座の締めくくりとして若干の

私見を述べることをお許し頂きたい。

2. S A の基本戦略

2.1 SA とは

元々，アニーリングは機械加工の分野でよく用いら

れる熱処理の 1 つであって，加工後の固体の硬化ある

いは残留応力の除去を目的として一端加熱後，徐冷す

る操作である。この結果，固体内部(歪〉エネルギが

最小となる。これと対称的なのが，焼入れであって加

索機，急冷して物体の硬度あるいは強度を物日させるo

Ki向atrick ら [10] ， Cern句[2] はアニーリングの自十算

機(モンテカルロ)シミュレーションが組合せ最適化ρ

プロセスと類以していることに注目した。(表 I 参照)

すなわち，高温下の固体の内部状態は一定温度下で

も確率的に分布する。このとき，この分布が時間に依存

しない状態，すなはち熱的平衡状態を保ちながら，徐

冷すると，内部エネルギー最小状態に凍結する。他方

急冷すると高い内部エネルギーを有する局所状態に陥

る。この事を最適化プロセスに当てはめると，より良

い解しか生成しない局所探索(反復改善法、欲ばり法)

では局所解しか得られないが，良くも悪くも全ての解

を確率的に生成しながら，緩やかに探索方向を収束さ

せて行けば，最終的に大域最適解に収束するのではな

きせ ひろし 京都工芸繊維大学工芸学部

〒 606 京都市左京区松ケ崎御所海道町
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表 1: SA における物理システムと最適化問題の対比

物理システム 最適化問題

状態 実行可能解

状態の微小変化 近傍解への移動

内部エネルギー コスト

エネルギー最小状態 最小コスト(大域最適解)

急冷(焼入れ) 局所探索(局所解)

徐冷(アニーリング) SA 

いかと考えるのである。事実，その事が理論的に証明

されるのであるが，その前に SA の基本手11闘を示そう。

2.2 SA の基本手順

スケジューリングも含めた組合せ最適化問題を

P : Min. C(i) , S.t. i E S )
 

-(
 

とする。ただし， C(i) は解 i のコスト ， Sは離散的な実

行可能解の集合とする。ここで解 a とその近傍解の集

合 N(i) について

ßC(i ， j) 三 C(j) -C(i) ど O， VjEN(i)CS (2) 

が成立つとする。このときは局所解となり， N(i) の

中では最良解であるが，大域最適解である保証はない。

局所探索法は解 i に達したとき，探索を停止する。一

方，表 2 に示す SA の基本手順が局所探索法と異なる

点は局所解から脱出するために改悪評も確率的に受理

する点にある(手順 2.2 参照)。

2.3 SA の大域最適解への収束性

表2 の手順を団体のアニーリングプロセス，すなわ

ち解 a を I つの状態と見なしたとき，手11踊 2 で

AP(i， jj 九) = exp[-ßC(i , j)/Tk] (3) 

とするならば， Lk →∞で(熱的)平衡状態に達する。

このとき，状態 i が存在する平衡確率は

g(ij 九) = (I/Q(九)) exp[-C(í)/五 (4)
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表 2: SA の基本手順

手順 1 (初期化) : 

(1.1)初期温度 T.. 停止条件(最終温度 Tj ， ステー

ジ数 Kなど)を設定。

(1. 2) 初期解らを生成し， i:= らを現在解， P:=z

を暫定解(最良解)とする。

(1.3) 現在のステージ数 k:= 1 ，温度五.-丸とす

る。

手順 2 (遷移) :反復回数 Lkを設定し，以下の事噸

を Lk回繰り返す。

(2.1 )現在解 i の近傍解 jε N(i) を無作為に選ぶ。

(重複無作為抽出)

(2.2)゚C( i , j) 三 0 ならば，無条件に z:= )とする。

そうでなければ， [0 ， 1) の一様乱数 γを生成し，

Tが受理閣数 A凡 (i ， j :五)の値以下ならば，

i :== j とする。(改悪解j を受入れる)

(2.3)ßC(♂ ， j) く O ならば，戸:= )とする。

手順 3 (冷却) :停止条件(九三 Tj ， k 主 Kなど)

を満たすならば，停止 i・が求める解である。そうで

なければ，冷却スケジュールに基いて九+1(< 九)

を設定。 k:== k + 1 として手順2 へ戻る。

で与えられる [21) 。式 (3) は Metropolis 規準，式 (4)

は Boltzrnann 分布として知られている。

ところで，式 (3) は s から jへの状態遷移が z 以前の

状態には依存しないことを示しており，この様にして

生成される状態遷移の列をマルコフ連鎖という。従っ

て式 (3) の受理関数を用いるとき， SA による解の生成

は多数の斉時的マルコフ連鎖 (Lk > 1 のとき)あるい

は 1 本の非斉時的マルコフ連鎖 (Lk = 1 のとき)を生

成していると見なす事が出来る。この様なマルコフ連

鎖の理論によれば，任意の 2 つの解 i ， jに対し， z から

jへの遷移が可能(すなわち，聯句的マルコフ連鎖)と

いう条件のもとで，斉時的 SA に対して

liI!l. ~ lirn Prob[i ε Sopt) = 1 
Tk J，. U .l.I1cーー吋陪

(5) 

が成立つ[1)。ただし， Sopt は大域最適解の集合である。

すなわち， SA で最後に残った解 i が最良解♂であり，

かっ大域最適解でもある。他方，非斉時的 SA が大域

最適解に漸近的に収束するためには

九三 c/log(1 + k) , C は問題規模に依存する数

を満たさなければならない事も証明されている [4 ， 18) 0 

1995 年 5 月号

この事は膨大な計算量(解の全数より多い場合もある)

が要求される事を意味している。

以上から SA の大域最適解への収束性について 2 つ

の見方ができる。

1 )式 (3) を用いた SA によって最適解を得るために

は無限固に近い計算が必要で，現実的ではない。

2) SA の甑E的収束性は計算回数( Lk X K) を増す

程，良い解が得られる可能性を示唆している。

2.4 近似解法としての SA 戦略

前節の見方から近似解法としての SA の有効性が期

待できる。このためには表 2 において適当に設定しな

ければならないパラメータが存在し，それらを表 3 に

示す。パラメータ設定の戦略としては次の 2 つが考え

られる。 1) SA の理論(大城卒への収束性)に沿う。

2) 改悪解を確率的に受理する点だけを残して後は問題

の性質を利用した工夫を行なう。

2) については次章以下で論議するとして，ここでは

1) について簡単に述べる [1) 0 

C1) 初期温度 T.: 実質的に全近傍解が受理される様に

決定する。すなわち，温度 Tで m1個の改善解と

m2個の改悪解を生成した時，受理率は
一一ー+X 信 {m1 + m2exp[-゚c' /T)}/(m1 + mz) (6) 

となる(互7は改悪解のßC( i , j) の平均値)から
T== 互~ln[mz/(m2X -m1(1-X))] (7) 

よって Tを低温から一定倍率で上昇させ， (6),(7) 

の計算を繰返し，指定の初期受理率 Xo (=0.90~ 

0.99 )に達したときの Tを丸とする。

C2) 冷却関数:斉時的 SA において反復数(マルコフ

連鎖長)を有限とするためには相続く連鎖の平衡

確率 (4) が互いに近いことが望ましい。すなわち，

Eを小さい数とし，任意の zε S ， kに対して

表 3: 近似的 SA のパラメータ

冷却スケジュール 問題依存のパラメータ

C1)五(初期温度) P1)i.(初期解)

C2)Lk (反復数) P2)N(i) (近傍解集合)

C3)五(冷却関数) P3)AP(丸山九) (受理関

C4) 停止条件 : Tj (最終 数)

温度)， K(ステージ

数)など

(33) 269 © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



1/{1 + 15) く g(i; 九 )/g(i; 九+d く 1 + 15 (8) 

を満す様に温度九+1を設定する。このとき，

Tk+l = Tk/[1 + Tklπ(1 + 15)/3円] (9) 

となる。ただし， σk はステージ kにおけるコスト

C(i) の標準偏差である。

C3) 反復数 Lk : 近傍解集合の大きさ IN(i )1 にとる。こ

のとき ， N(i) の 2/3 程度の異なる解が生成され，

式 (8) の6が小さいときはこれで十分である。

C4) 停止条件:初期温度丸で受理される解の期待コス

トに対する最終ステージ数 J(で受理される解の期

待コストの最適コストとの差の比率が値êt(停止パ

ラメータと言う)以下になる様に J(を選ぶ。この

とき，式 (9) のもとで，J(は O(ln IS I) となる。(式

(1) 参照)また，式 (9) より最終温度 Tfは
Tf 田乙/{1 + J(óT./3σK} ， 15 < 1 

となる。

2.5 まとめと文献

(10) 

この章では主として SA の理論的仰圃を論議した(詳

細については成書 [1 ， 16] を参照)0 SA はほとんどの組

合せ最適化問題に対して大域最適解に漸近的に収束す

ることが理論的に示された唯一のメタヒューリスティ

クである。また，近似解法としたときのパラメータを

合理的に設定することも可能である。しかもこれらが

コスト関数と近傍解以外の問題の構造を利用する事な

く実現できる点は特筆に値する。このため SA の適用

範囲は離散変数のみならず連続変数また，工学のみな

らず，牧理学，生物芹も含む(種々の応用例については

文献 [1ふ16 ， 28] ;を参照)。他方， SA の問題点は得られ

る解の質とそれに要する計算時間，すなわち，効果に

対する効率から見たコストパフォーマンスである。こ

の点に関する SA の性能は問題に依存する(文献 [8， 9]

参照)。以下及び筆者らの経験 [11 ， 12 ， 25 ， 31] から SA適

用の指針として以下の 2 点を掲げたい。

-問題のコスト関数や市旅句条件が複雑で容易に良好

なヒューリスティクが得られない場合，

・コスト関数や近傍解の計算時聞が短い場合

なお紙数制限のため取上げられなかったが， SA と

ニューロコンビューテイングとの関係も重要である。例

えば，ニューロコンビューテイングは SA の並列演算化

の有力な手段の 1 つとなりうる [1] 。

270 (34) 

3 • ジョプシ冒ップスケジューリン

グ問題( J S P )への応用

3.1 JSP の概要

ジョブショップスケジューリング問題( Jobshop 

Scheduling Problem ，以下， JSP と略記)は組合せ最

適化の中でも最も難しい問題の 1 つとして知られる一

方，実際的な生産スケジューリング問題の典型的なモ

デルである。 JSP は概略，以下の様に記述される。

n ジョブを m機械で順次処理する(各機械における

ジョブの処理を作業と言う)。ただし，作業の中断，分

割処理は許されない(以下では説明簡単のため各ジョ

ブ共 m作業からなるとする)。各ジョブが m機械を通

過するR闘亨は技術的制約として予め与えられ，各作業

処理時間も既知とする。このとき，各機械は一時に高々

1 ジョプを処理し，各ジョブは一時に高々 1 機械でし

か処理されないという市附のもとで全作業を処理する

のに要する時間(最大完了時間と言う)を最小にする

様に各機械での mf喋の処瑚頓序を決定する。( JSP 

は離接グラフによってより明確に表現される [32] ) 

3.2 Laarhoven らの SA アルゴリズム

Laarhoven ， Arrts，Lenstra[17] によって提案された SA

(以下， LALSA と略記)は 2. で述べた理論に沿って設

計された近似解法である。この意味で SA の現実的振

舞を知る格好のアルゴリズムである。以下，表 3 に従っ

てパラメータの設定法を示す。

C1) 初期受理率: Xo = 0.95 とする。
C2) 冷却関数:式 (9) を用い， ﾓ =10-1 ~ 10- 4 とする。

C3) 反復数 Lk :近傍解集合の大きさにとる。(後述の

R2) 参照)

C4) 停止パラメータ: (t = 10- 6 とする。

R1) 初期解ら:ランダムに選ぶ。

R2) 近傍解: 1 つの胴亨に対して釘諜の最早開始時刻

とこれに基づく最大完了時閣を遅らせないための

最運開始時刻を決定することができる。このとき，

最早時刻と最遅時刻が等しい作業を時系列的に並

べたものをクリテカルパスと言う( PERT/CPM 

のそれと同じ;事味)。このとき，クリテカルパス上

で隣接する一対の作業の順序を交換して得られる

胴字を近傍解とする。(以後，これを隣接受換と言

う。クリテカルパス以外の作業対の順序を交換し

でもより良い解は決して得られないことに注意。)

従って近傍解集合 N(i) の大きさは m(π ー 1) 以下

である。
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R3) 受理関数 AP(i ， j: 五) :式 (3) を用いる。

以上の設定のもとで，アルゴリズム LALSA の計算

時聞は問題例の崩莫に対しては O((nm)31ogn) となる。

アルゴリズム LALSA の性能評価のため以下の3種

の近似解法と比較実験が行われている [1可。すなわち，

-等時間局所探索法 :LALSA と同じ計算時聞を費し

て同じ近傍解集合をもっランダム多スタート局所

探索法を用L唱。

• Shi咜ing Bottleneck法( SB 法): Adams らによっ

て開発され，現時点で最良のヒューリスティクの

1 つである(本実践講座 [13，32) 参照)。

• Controlled Search SA 法( CSSA 法) :後述する

Matsuo ら (20) による近似的 SA 法。

得られた実験結果を計算時間(効率〉と解の質(効

果)から評価すると次の様である。

1 )等時間局所探索法との比較: LALSA の方が平均的

に 11%程効果的である。生成される解数はほぼ等

しく，異なる解の種類はおそらく LALSA の方が

少ないであろう。にもかかわらず，この様な差が

でるのは改悪解の附近にも質の高い解が存在する

事を示唆している。

2) SB 法との比較:これと同程度の効果を得るため

に必要な計算時聞は平均的に LALSA の方が大で，

場合によっては 100 倍に達する事もある。しかし，

時聞をかけると(すなわち， óを小さくすると)確

実に LALSA の方が高い効果をもたらす。

3) CSSA 法との比較:同じ効果を得るための効率に

ついては LALSA を著しく改善している。この理

由については後述する。

4) ó の量簿: óを小さくすると確実に効果は上がる。こ

れは前章の理論的結果を裏付けるものである。他

方，効率は反比例的に低下する。

3.3 近似的 SA の改善策

LALSA は正統的な SA だけに計算量が膨大となる傾

向があり( Fisher & Thompson の悪名高い 10 x 10 問

題例に対してó = 10- 4のとき 16 時間程度) ，近似角轄

としては改善の余地がある。 JSP に対しては次の 2 つ

の改善策が提案されている。

1) CSSA 法 (20) :以下の点が主な改善策である。

1995 年 5 月号

1.1)初期解:良好な近似解を用いる事によって比較的

低温( T. = O.めから冷却を行う。(この点の論
議は文献 (19) を参照)

1. 2) 近傍解:クリテカルパス上の隣接交換だけでより

良い近傍解を得る可能性は極めて低い(云換える

とるとそれだけ無駄な解生成をしている)。他方，

それより少し離れた所にはより良い解が存在する

可能性がある。 3.2 1) 参照)よって近傍領域を 2

回の隣接交換まで拡げると共に，クリテカルパス

の条件によって近傍解の生成を Control する。

1劫受理関数: AP(川;k)(= 0.5-0.02k) はコストに

は依存しない。

以上の設定に基き CSSA は前述の SB 法よりも効果

か高く，効率も同等か，それ以上である。また， CSSA 

は l 機械重み付き納期遅れ最!Nヒ問題に対して， 99%の

割合で最適解を与えている (19) 0 

2) クリテカルプロック SA 法( CBSA 法) (35): 

2.1 )クリテカルブロック近傍:クリテカルパスにおい

て同一機械上の連続する作業の集合(クリテカル

ブロック)内の 1 作業をプロックの先頭あるいは

後尾に挿入することによって近傍解を得る。(この

様な近傍解の中に(有るとすれば)より良い解が

存在する。)

2.2) 再重点イ鴎鵬:十分多い受理回数 (R 回)後も，暫

定解が改善されないとき，現在解及び温度を暫定

解の状態へ戻し，再アニーリングを行う。

2劫冷却率:冷去I庫 r (i.e , Tk+1 = γ九 ， r く 1 )を国

定して指数関数的に冷却する。

数値実験から，クリテカルブロック近傍解は隣接交

換より効果が高い，また，再重点化戦略( R=3000 ) 

は最良解への収束を早めるなどが確かめられている。

この結果， CSSA より効果的であるが，効率はむしろ

LALSA(� = 10-2 ) と同程度と推定される。

3.4 まとめと文献

SA は JSP に対して従来の近似解法に比して効果と

いう点では遜色なしまた，プログラミングの容易性

という点でむしろ実用的であると言える。

SA に比して Tabu Search (TS と略記)の方が効果，

効率共高いという数値実験結果の報告 [32 ，35) があるの

で，若干の私見を述べたい。両者共，改悪解の受入れ

を許すが， SA は確率的に全ての改悪解を， TS は改悪

度の最も低い解を確定的に受入れる。さらに SA は解

(35) 271 
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に重樹由出を許すのに対し， TS は Tabu List によって

できるだけ避けようとする。云換えると， SA が“あて

どもなく酔歩する" [19] のに対し， TS は目的意識?を

持って進むと言えそうである。従って平均的には TS の

方が同じ計算時間では効果か高いという結果は妥当と

言えそうである。しかし， SA への大域最適解への収束

性( TS についてはまだ証明されていない)という点

を考慮すると，最悪例に対する効果は SA の方が良い

のではないかと思われる。

なお，紙数の制限で取上げられないが， JSP 以外の

スケジューリング問題に対する SA の最近の応用例と

しては文献 [7， 11 ,12,14, 19 ， 23 嶋 27， 30] を参照されたい。

4 . 結言

スケジューリング問題の新解法というタイトルで8

回にわたった連載講座の締めくくりとして簡単な総括

を行い，結言としたい。この連載講座で解説された解

法を解くべき問題の性質との関わり合いの程度から次

の4種類に分類してみる。

1) 数理解析的手法:数学的または理論的に明示され

た問題の性質に基づいて解法を構築する。分枝限

定法 [13] 等の厳密解法 [6] 及びヒューリスティク

はこれに属する。解法の厳密性は高いが，汎用性

は低い。

2) 専門家のノウハウによる方法:問題の性質は必ず

しも論理的に明示されないが，暗黙的に用いられ

る。エキスパートシステム [34] が代表例である。

実用性は高いが，ノウハウ取得に問題がある [34] 0 

3) シュミレーションによる方法:シュミレーション言

語の様なツール，ペトリネット [33] の様なモデル

を構築すると，汎用性は高くなる。これを実用的

にするには問題に則したスケジュール自動生成機

構あるいはノウハウ活性化機構が必要である [5] 0 

4) メタヒューリスティク:上記の方法と異なり，問

題の性質に依存しない(ヒューリスティクを越え

た)解法である。局所探索法，ニューロ， SA ，遺

伝アルゴリズム [29] ， Tabu Search[32] などがあ

る。いずれもプログラムが容易で汎用性も高い。ま

た，限られた実験的経験では効果も高い。しかし，

それらは瞳命的裏付けもなく [6]，また，複雑大規

模な現実問題に対しでもまだ未知数である [32] 。

最後に， r数理解析的手法 (OR 的手法?)は実際に

役立たないJ という見方があるとすれば，それはやや

272 (36) 

短絡的であるという点を強調したい。数理解析的手法

がエキスパートシステム(問題の数理的性質もノウハ

ウの 1 つである)やシュミレーションの中で部分的にで

も活用される事は十分可能である。また，近似を行う

もう 1 つの有力な手段はモデルの近似化であり，複雑

なシステムでも古典的なジョブショップやフローショッ

プ問題に( 1 機樹首題にすら)近似できる場合も少なく

ない。この場合，それらに対して豊富に存在する数理

解析的手法が元の問題に有力な近似解を与えうる。従っ

て，問題があるとすれば.r数理解析的手法を実用化に

向ける努力不足，あるいは使おうとしない実用化J に

あるのではないかと思われる。今後のさらなる理論と

実践の融合に期待したい。
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