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周期性を持つ需要を伴う動的スケジューリング問題に対する
長期メモリを用いた進化計算手法
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 ATC : パラメータに応じてジョブの待ち時間
の長さや納期までの余裕時間を考慮

はじめに

1.

本研究では，ジョブの不規則な到着によりスケ
ジューリングを変化させる動的スケジューリング
問題を対象とする．実際，何らかの理由によって
需要が急に発生し，ジョブが不規則に到着するこ
とはあり得る．従来研究 [1] では，ジョブの作業順
を決定するディスパッチングルールを遺伝的プロ
グラミングを用いて新たに生成していた．
今日の社会においてジョブの到着は季節や月に
よって一定の周期を持って変化すると考えられ，過
去のデータを基にすることでスケジューリングが
より効率的に行える．本研究では，過去データを
記録する長期メモリを用いた進化計算手法を提案
し，数値実験によりその効果を検証することを目
的とする．

動的スケジューリング問題

2.
2.1.

概要

全てのジョブが完了する前に新たなジョブが断
続的に到着することで再度スケジューリングを行
う問題を，動的スケジューリング問題という．以
下に本研究の前提条件を示す．

 ジョブ Ji は Ni 個のオペレーションを有し，1
から Ni まで順番に処理をする
 評価尺度は全てのジョブの処理完了時間を表
すメークスパン Cmax と，各ジョブ群におけ
る納期に対する完了時間がどれだけ遅れてい
るかを表す納期遅れ Ti とする

2.2.

ディスパッチングルール

ディスパッチングルールとは，ジョブの処理順
を決定するための規則のことで，今日までに様々
なルールが提案されている．本研究では，従来研
究 [2] の以下の 5 つのルールを参照する．
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 CR+SPT : ジョブの残り処理時間を考慮
 (SL/RPN)+SPT : ジョブの残りオペレーショ
ン数を考慮
 SLACK : ジョブの余裕時間を表すスラック時
間がもっとも短いオペレーションを選択
 EDD : ジョブの納期が最も近いオペレーショ
ンを選択

3.
3.1.

進化計算手法
遺伝的プログラミング

遺伝的プログラミング (GP: Genetic Programming) とは，生物の進化過程を模倣して解探索を行
う遺伝的アルゴリズム (GA: Genetic Algorithm)
の拡張モデルである．GA では生物の染色体を模
倣した 1 次元配列で定義されているのに対し，GP
はその染色体を木構造で定義することで数式など
のデータを扱うことができる．

3.2.

島モデル

個体群を島とよばれる複数の個体群に分割する
ことで，各島ごとで独立かつ並行して遺伝的操作
を行えるようにしたものが島モデルである．

4.

長期メモリを用いた島モデル GP

本研究では，到着するジョブ群の特徴を定量的
に定義した特徴量ベクトルに基づいて学習する島
を選択する．各島は，ジョブ群の特徴量ベクトルと
比較するための長期メモリを保持する．ジョブ群
に対する特徴量ベクトルは，上述した 5 つのディ
スパッチングルールを用いた場合に，全てのジョ
ブの処理完了時刻と納期の差分の総和を要素とす
る 5 次元ベクトルとする．動的スケジューリング

問題のための長期メモリを用いた島モデル GP の
アルゴリズムを以下に示す．

Step 1: 各島の長期メモリの初期化
島の数を n として，l 番目に到着するジョブ群
JSl (l = 1, 2, · · · , n) の特徴量ベクトル Fl を島
の長期メモリに記録する．ジョブ群が n 回到
着したら Step 2 に進む．
Step 2: 長期メモリに基づく島の選択
島 p の長期メモリ Mp と新たに到着したジョ
ブ群 JSq の特徴量ベクトル Fq の距離 Dpq を
(1) 式で定義する．
Dpq = ||Mp − Fq ||1

(1)

ジョブ群 JSq に対して GP を適用する島を距
離 Dpq に基づくボルツマン選択によって決定
する．すなわち，島 s(s = 1, 2, · · · , n) が選択
される確率 πs を (2) 式で決定する．
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Step 3: 長期メモリの更新
Step 2 で選択された島 s の長期メモリ Ms は
新しいジョブ群 JSq の特徴量ベクトル Fq に
基づいて，(3) 式で更新する．
Ms ←

Ms + Fq
2

6.

まとめと今後の課題

本研究では，周期的な需要を持つ動的スケジュー
リング問題に長期メモリを用いることで過去デー
タを保存し，それを使用することで短時間でルー
ルを生成する手法を提案した．
今後の課題は，長期的に周期性のあるジョブ群を
到着させることで提案手法の有効性を更なる検証
をし，特徴量の定義を改訂することが挙げられる．
表 1: GP のパラメータ
島の数
5
個体数
1000 (各島に 200)
交叉確率
0.8
突然変異確率
0.1
選択方法
トーナメント選択
初期個体生成
Ramped half-and-half
木の深さの最大値 8
終了条件
最良値が 30 世代変動なし
表 2: 実験結果
Cmax
Ti
従来 [1]

平均値
最良値
最悪値

提案

平均値
最良値
最悪値

49.65
49.50
49.82
50.25
50.22
50.32

142.29
114.31
157.38
75.54
68.09
79.35

計算時間 (s)

3332
2800
4034
917
828
1015

(3)
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5.

数値実験
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