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Abstract: Max-Min Ant System (MMAS) is one of the well known ACO algorithms. We challenge to solve
for 4 kinds of Quadratic Assignment Problems (QAP) in QAPLIB. However, traditional ACOs cannot find
the best solution. In this paper, we propose Darwinian Evolution based Max-Min Ant System without the
inheritance of acquired characteristic. In order to verify the effectiveness of proposed method, we examined
to solve some QAPs.

1 はじめに

群知能のひとつである蟻コロニー最適化 (Ant Colony
Optimization: ACO)を 2次割当問題 (Quadratic As-
signment Problem: QAP)[2]に適用する実験を行った．
ACOとは，アリの摂食行動を模倣したアルゴリズムで
あり，フェロモン情報を利用するヒュー利ティスティッ

クな最適化手法として知られる．ところで，ACO手法
には，n-opt法と呼ばれる局所探索法が用いられてい
る．しかし，局所探索法を用いた ACOを QAPに適
用した結果，最適解を導き出せていない．そこで，本

研究では，遺伝的アルゴリズム (GA)を用いて，アリ
個体を進化させることにより，群れとしての性能を向

上させ，最適解を導き出す手法を提案し，複数のQAP
に対して検証実験を行った．

2 2次割当問題

QAPの問題は，与えられた地区間の距離の集合に，
与えられた施設間のフローの集合を割り当てるという

問題である．目的はフロー間と距離間の積が最小にな

るように施設を地区に配置することである．式 (1)で
見られるように，与えられた n 個の施設と n 個の地

区で構成される．また，2つの n× n行列 A = [aij ]，
B = [bij ]がある．ここで aijは地区 i, j 間の距離，bij
は施設 i, j (i 6= j)間のフローである．

C(ψ) = min
ψ∈S(n)

n∑
i=1

n∑
j=1

bijaψiψj (1)

もし施設 iが地区 jに割り当てられるならば 1，そう
でなければ 0を取る 2値変数を xij とすると，問題は

式 (2)のように定式化される．

min
n∑
i=1

n∑
j=1

n∑
l=1

n∑
k=1

aijbklxikxjl (2)

ここで，制約条件は
∑n
i=1 xij = 1，

∑n
j=1 xij = 1，

xij ∈ {0, 1}である．
QAPの事例は，事例を次のような４種類のクラスに

分類されている．(1)ランダムで一様に生成される事
例，(2)グリッド距離による事例，(3)現実にある事例，
(4)現実にある大きなサイズの事例である．これらの
事例クラスから 2個ずつ実験した．

3 蟻コロニー最適化
アリ kは，次のまだ割り当てられていない施設 iを

式 (3)によって確率的に与えられた地区 jに割り当て

られる.

pkij(t) =
[τij(t)]α[ηij ]β∑
l∈Nk

i
[τil(t)]α[ηij ]β

if j ∈ Nk
i (3)

ここで，τij(t)は反復 tにおけるフェロモン軌跡，ηij
はヒューリスティック情報値である．αと βは，それ

ぞれフェロモンとヒューリスティック情報に影響を与

えるパラメタである．Nk
i は都市間 iの実行可能な近

傍で，まだ割り当てられていない地区である．全ての

割り当てが構成されるまで繰り返される．



すべてのアリが式 (3)によって解を構成した後，フェ
ロモン軌跡が更新される．

τij(t+ 1) = ρ ∗ τij(t) + ∆τ bestij (4)

ここで，∆τ bestij は式 (5)で定義される．

∆τkij =

{
1/Jbestψ (i, j) at ψbest

0 otherwise
(5)

Jbestψ は ψbest の f(x)の目的関数値である．ψbest は，
反復最適解 ψibもしくは，アルゴリズムの実行間に見

つかった最良解である大域的最適解 ψgbのどちらかで

ある．フェロモン軌跡の強さは，τminと τmaxの下限

と上限によって制限される．

4 進化論に基づいたMMAS

Dorigoらは，GAをアリの進化に用いた方法として，
ラマルクとダーウィンの進化論をもとに，TSPやQAP
問題に対する実験を行っている．ここでは，ラマルク

の進化論が好ましいとされていた [1]．しかしながら，
獲得形質を遺伝しないダーウィンの進化論の方が，ラ

マルクの進化論よりも適した解を発見するのではない

かと考え，進化論に基づいた MMASによる探索手法
を提案する．

5 実験
MMAS に局所探索法を用いたもの (MMAS+LS)，

ダーウィンの進化論を用いたもの (MMAS+GA D)，
ラマルクの進化論を用いたもの (MMAS+GA L)，そし
てMMASを用いて実験を行った．用いた事例は，QAP
の 4 つのクラスからそれぞれ，(1)tai20a，tai50a，
(2)nug12，nug30，(3)els19，kra30a，(4)tai20b，
tai50bである．行った実験のうち，tai50a，tai50bの
最適解と実行における局所最適解との誤差曲線を図 1，
図 2に示す．実験結果より，問題のサイズや種類にも
よるが，従来手法よりも提案手法の方が，良い解を発

見できた．また，ダーウィンとラマルクの進化論にお

いては，ラマルクよりもダーウィンの進化論の方が，

良い解を発見した．

6 おわりに
本研究を通じて，MMASを QAPに適用した結果，

最適解を発見するとは必ずしも言えないが，局所探索

法を用いた従来の MMASを QAPに適用した解の探
索過程よりも，ダーウィンの進化論を用いた提案手法

の方が有効であるが分かった．今後の課題として，GA
の初期集団を効率的に与えるために，アリの種分化を
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図 1: tai50aに対する実験結果
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図 2: tai50bに対する実験結果

取り入れる手法など，最適解の発見に至るアルゴリズ

ムの提案が急がれる．
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