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Abstract—This paper describes the experimental results for
Quadratic Assignment Problem (QAP) by using Max-Min Ant
system (MMAS). MMAS is known as one of ACO search methods,
which are based on cooperative behaviors by artificial ants.
Generally, Traveling Salesman Problems (TSPs) are applied to
verify the effectiveness of ACO methods. However, the many
problems in real world are more difficult than TSP. Then, current
researchers challenges to solve QAP benchmark test. In this
paper, we report the empirical studies for Taillard, tai*a and
tai*b to compare some ACO methods.

I. はじめに
この論文では，蟻コロニー最適化 (Ant Colony Optimiza-

tion: ACO)を二次割当問題 (Quadratic Assignment Problem:
QAP)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る [2]．フェロモンという
揮発性物質を模したパラメタを用いて最適化する．組合
せ最適化やネットワークルーティングなどに応用されてい
る．アルゴリズムの検証のために，巡回セールスマン問題
(Traveling Salesman Problems: TSP)などの組合せ最適化問
題に適用している．本論文では，ACOを TSPよりも複雑な
組み合わせ問題であるQAPへ適用した．本論文では，ACO
の Ant System(AS)，Elitist Ant System(EAS)，Max-Min Ant
System(MMAS)の 3 つのタイプのアルゴリズムを適用し，
結果を比較した．文献 [1], [2]によると，MMASを用いて
TSP，QAPに対して行った実験で，それらの性能が他のア
ルゴリズムよりも優れていた．しかし，これらの結果はい
ずれも局所探索手法 (n-opt)を用いていた．本論文では，局
所探索を用いない手法で実験し，その結果を比較する．検
証に用いたデータ [3]は，文献 [5], [6], [7]のデータと同じ
で，複数回試行の結果をここに報告する．

II. 二次割当問題
二次割当問題 [3]は，与えられた地区間の距離をもつ地

区の集合に，与えられた施設間のフロー間のコストをもつ
施設の集合を割り当てる問題である．目的はフロー間のコ
スト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．文献 [5], [6], [7]では tabuサーチによる探索
を，文献 [4]では焼きなまし法によりこれらの問題の解を与
えている．

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，二つの n× n行列A = [aij ]と
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) = minψ∈S(n)

n∑
i=1

n∑
j=1

bijaψiψj (1)

S(n)は，与えられた行列の整数 1, . . . , n のすべての順
列の集合である．また ψi は，現在割り当てられている解
ψ ∈ S(n)における施設 iの地区を表す．ここで bijaψiψj は
施設 iを地区 ψiに，施設 jを地区 ψjに割り当てるコスト負
担を表す．以下に順列 ψの Jψに対する目的関数値を示す．

‘quadratic‘という用語は二次目的関数をもつ整数最適化
問題のような QAPに由来する．つまり，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 xij である． 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，x ∈

{0, 1}である．
QAPは NP-hard問題で，計算複雑性理論における問題の

1つのクラスである．問題に対する計算時間が非常に多く
(もしくは無限時間)かかる計算量の大きな問題である．例
えば，TSPやナップサック問題がある．QAPはヒューリス
ティックアルゴリズムを適用することで短い計算時間で高品
質の解を見つけることができる．ヒューリスティックアルゴ
リズムとは，時間と労力，更には経済的負担を強いて厳密
解を求めるよりも，厳密な最適解ではないが実際的な応用
に近い近似解を速い時間で簡単に求める方がよいという考
え方に基づいたアルゴリズムである．

A. ヒューリスティック情報

割り当てにおける潜在的良さのヒューリスティック情報
は，施設 iから他のすべての施設までのフロー間のコスト
の合計と，i番目の構成要素はそれぞれ地区 iから他のすべ



ての地区までの距離の合計を表す 2つのベクトル f と dを
計算することにより求められる．施設 iのフローである Fi
と地区 iの距離位置である diが計算される．次に結合行列
E = f ∗ dT が計算される．施設 iを地区 j に割り当てる
ヒューリスティック情報は，ηij = 1/eij によって与えられ
る，eij = fi ∗ djである．このヒューリスティック情報を用
いることで，良い解が短距離な位置の地区で高いフローの
位置に施設を割り当てられるようになる．

B. 実験に用いる QAP事例

文献 [1]に従って，2つのクラスの事例タイプを実験に適
用する．

1) ランダムで一様に生成される事例:
距離行列とフロー行列の入力は一様分布によってラン
ダムに生成される．これらの事例は正確に解決するこ
とが最も難しいとされている．問題サイズは 12∼100
が提案され，‘taixxa’のように記される．

2) 現実のような事例:
QAPLIBにおける現実の事例は，ランダムに生成され
る小さなサイズ問題で，事例 ‘taixxb’と記される．こ
れらの事例は，入力が現実の問題によって与えられた
分布に類似するような方法で生成される．距離行列は
nポイント平面間のユークリッド距離に対応する．フ
ロー行列は一様ではなくランダムに生成される．(i, j)
間のコスト aij = [10((B−A)X+A)]は，A < B,B > 0
で与えられる．Xは {0, 1}間で一様に分布したランダ
ム変数である．

III. 蟻コロニー最適化

ACO[2]は，アリが巣からエサのある場所までの経路を求
めるときの挙動を模倣したものである．アリは，エサを探
し回る際にフェロモンと呼ばれる化学物資を経路に置くこ
とにより，それを感知し経路を決定していく．どのようにア
リが他のアリによって残されたフェロモンの経路に影響さ
れ，共通の経路を通り最適化していくかという挙動を ACO
によって導いている．

A. QAPに対する Ant System

QAPに対する Ant System(AS QAP)では，割り当て順序
は施設の pre-orderingで決定する．各ステップで施設 iは，
高いフェロモンのある経路 τijと，ヒューリスティック情報
ηijを用いて地区 jに確率的に割り当てられる．アルゴリズ
ムは，図 1(a)のように表される．

1) Solution construction: AS-QAPでは，施設はフローの
可能な降順によって分類され，それぞれの構成ステップで
は，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である．α
と βは，それぞれフェロモンの強さとヒューリスティック
情報の相対的影響を決定するパラメタである．Nk

i はノー
ド iの実行可能な近傍で，まだ割り当てられていない地区

(
∑
j∈Nk

i
pij(t) = 1)である．一度のステップは完全な割り

当てが構成されるまで繰り返される．
2) フェロモン更新: すべての組み合わせに適用されたフェ

ロモン軌跡の更新は，式 (4)により行われる．

τij(t+ 1) = ρ ∗ τij(t) +
m∑
k=1

∆τkij (4)

ここで，ρは 0 < ρ < 1であり，フェロモン軌跡の持続性を
示し，(1-ρ)は蒸発量を示す．パラメタ ρは，フェロモン軌
跡の無制限な蓄積を避けるのに使用され，アルゴリズムで
は以前に行われた悪い選択を忘却させる．∆τkijはアリ kが
組み合わせ (i, j)に置いたフェロモンの量である．

∆τkij =
{
Q/Jkψ (i, j) at ant k
0 otherwise

(5)

ここで，ψkは k番目のアリの解である．Jkψは f(x)の目的
関数値であり，Qがアリによって残されたフェロモンの量
である．

B. QAPに対する Elitist Ant System
Ant System に対するエリート戦略 (EAS) と呼ばれ，

EAS QAPと記す．これは，アルゴリズムの開始以降発見
された最も良い個体に，ロバストな追加補強を加えるこ
とである．この個体を T bs(best-so-far)と呼ぶ．図 1(b)は，
EAS QAPのアルゴリズムである．ASとの違いはフェロモ
ン更新である．
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図 1. ACOアルゴリズムの比較

1) フェロモン軌跡の更新: 割当 T bsの追加補強は，アー
クに e/Cbs量を加えること行われる．eはこれまでの最善の
割り当てに与えられる重みを定義するパラメタであり，Cbs

はその長さである．したがって，フェロモン堆積は式 (6)で
与えられる．

τij(t+ 1) = ρ ∗ τij(t) +
m∑
k=1

∆τkij + e∆τ bsij (6)



ここで，∆τ bsij は式 (7)で与えられる．

∆τ bsij =
{

1/Cbs (i, j) in T bs

0 otherwise
(7)

ここで，フェロモン蒸発は ASと同様に行われる．

C. QAPに対するMax-Min Ant System

MAX-MIN Ant System は AS の改良である．以降，
MMAS QAPとする．ASに関してMMASによって導入さ
れた変更は以下のものである．まず最初に，反復もしくは
アルゴリズムの実行中に見つかった最良解を利用するため
に，各反復後，あるアリだけがフェロモンを加えることが
できる．このアリは，iteration-best antもしくは global-best
antである．2番目に，探索停滞を避けるために，フェロモン
軌跡の強さの許容範囲は [τmin, τmax]の間隔で制限される，
つまり，∀τij , τmin ≤ τij ≤ τmaxである．最後に，フェロモ
ン軌跡は上限の軌跡の限界に初期化される．これは，アル
ゴリズムを再び実行する際に，より良い探索を行うことが
できるという意味である．アルゴリズムは図 2に示される．
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図 2. MMASのアルゴリズム

1) Solution construction: MMAS QAPでは，各構成ステ
ップでアリ kが最初にまだ割り当てられていない施設間で，
施設 iをランダムに選択し，式 (8)の確率で地区 jに置く．
注目すべきは, MMASでは, ヒューリスティック情報を用い
ないことである.

pkij(t) =
τij(t)∑

l∈Nk
i
τij(t)

if j ∈ Nk
i (8)

2) フェロモン軌跡の更新: 全てのアリが解を構成した後，
フェロモン軌跡は更新される．

τij(t+ 1) = ρ ∗ τij(t) + ∆τ bestij (9)

ここで，∆τ bestij は式 (10)で定義される．

∆τkij =
{

1/Jbestψ (i, j) at solution ψbest

0 otherwise
(10)

Jbestψ は ψbestの f(x)の目的関数値である．ψbestは，反
復最適解 ψib(iteration-best)もしくはアルゴリズムの実行の
間に見つけられる最良解である大域的最適解 ψgbのどちら
かである．したがって，もし施設が最良解で特定の地区に
置かれるならば，これらの組み合わせは高いフェロモン量
である．フェロモン軌跡の更新に対して ψibか ψgb の選択
は，アルゴリズムの性能を容易に向上させる．一般的に，最
良の結果が ψgbを選択する頻度がアルゴリズムの実行中に
増加するときに得られるとされる．また，フェロモン軌跡
の強さは, τminと τmax の上限と下限によって制限される．
フェロモン更新後，τij > τmaxならば，τij = τmaxを設定
する．同様に，τij < τminならば，τij = τminを設定する．

IV. 実験

AS QAP，EAS QAP，MMAS QAP を ，‘tai50a’ と
‘tai50b’に適用した．tai50aと tai50bは，距離行列はともに
対称であるが，フロー行列に対して大きな違いが見られる．
つまり，tai50aのフロー行列は対称であり，入力値に 0が
少ない．一方 tai50bは非対称であり，入力値に多くの 0を
もつ．

A. パラメタ設定

試行回数は 10回，反復は 500回とした．フェロモンに対
するパラメタ αを 1，ヒューリスティック情報に対するパラ
メタ βを 1，mを問題サイズとした．ともに 1としたのは，
解構築に対して τ と ηの重みを均等にするためである．
次に，AS，EAS，MMASに対する各々のパラメタを以下

に示す．フェロモンの持続性を示すパラメタ ρは ASと EAS
に対して 0.05，MMASは 0.02とした．MMASを 0.02と
したのは，早期収束を避けるためである．また EASに対し
て elitist = 1，MMASに対して λ = 0.05とした．ここで，
elitistは追加フェロモンを残す elitist antを示し，λはフェ
ロモンの上限と下限を決める τ に影響を与える．

B. 実験結果

表 I及び表 IIは，問題 Tai50a及び Tai50bに対するそれぞ
れ 10回ずつの試行結果として，式 (2)の最小値 (min)，最大
値 (max)，平均値 (ave)，標準偏差 (sd)を示している．
図 3より，tai50aにおいては EASが最も良い探索を行っ

ていた．また，すべてのアルゴリズムにおいて 100回以内
で，EAS，MMASにおいては 50回以内の反復で収束した．
一方，tai50bではMMASが最も良い解を発見していた．し
かし，早期に収束してしまうため，最適解に近い解とはな
らなかった．また，AS，EASはともに 50回以内で，局所
解に陥っていた．tai50aと tai50bのフロー間のコストの行
列に対して，それぞれ対称，非対称であるという違いによ
り，与えられる組み合わせの数が b = 2aであると考えられ
る．この情報量の違いによってMMASの能力が tai50bの結
果に表されていると考える．



表 I
TAI50A の実行結果

tai50a opt max min ave sd
AS 4941410.0 5704772.0 5641778.0 5681942.8 19961.2

EAS 4941410.0 5717310.0 5605040.0 5665994.8 28378.7
MMAS 4941410.0 5686920.0 5648384.0 5667923.8 11130.7

表 II
TAI50B の実行結果

tai50b opt max min ave sd
AS 458821517.0 677769024.0 623945856.0 651396102.4 17020300.4

EAS 458821517.0 687706048.0 623078592.0 650765177.6 20732684.5
MMAS 458821517.0 645141632.0 608765056.0 626098688.0 10772586.5
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図 3. 収束過程

V. まとめ

本論文では，蟻コロニー最適化アルゴリズムとして，AS，
EAS，MMASの 3種類のアルゴリズムを，tai50a, tai50bに
適用し比較実験を行った．実験において，[1], [2]で用いら
れていた n-opt局所探索を用いずに実験を行った．それぞれ
のアルゴリズムによって得られた解は局所解であった．こ
れらの結果から，MMASが局所探索を用いない場合，他の
アルゴリズムと大きな差が見られないことが分かった．
今後は，MMASを動的な環境に適応させて問題を解く．

このため，進化論を適用していく [8]．人工蟻に学習させる

ことにより，局所探索を用いずとも最適解に近似した解を
発見させるように適用する．また，適用させる事例に対し
て，文献 [9]の広島県観光マップを用いて，既存の観光地を
評価によって観光ルートを求めたり，新規の観光地を提案
する際の位置情報を求める.
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