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　新幹線がトンネルを通り抜ける瞬間を思い描い
てほしい。新幹線ほどのスピードでトンネルを通
り抜けると、内部の空気が押し出されることで生
じる騒音が問題になってくる。従来は、ノーズと
呼ばれる新幹線の先端部分を鋭く尖った形状にし
て騒音を抑えるのが基本的な設計方法であった。
しかし、この方法はあるときに限界を迎える。最
高速度が更新され、ノーズがあまりにも細長くな
りすぎたために、従来の方法で先頭車両をデザイ
ンすると、終点の駅のホームに入らなくなってし
まったのだ。これを受け、鉄道会社は従来とは異
なる革新的なノーズをデザインした。このノーズ
は規定の大きさに収まり、今までより速度を上げ
て運転しても大きな騒音が発生しないという条件
を満たしたものだ。これのお陰で鉄道会社はホー
ムの工事をすることも、客席の数を減らすことも
なく速度だけを上げることができたのである。

　この設計はどのように行われたのだろうか。こ
こで使われた技術は遺伝的アルゴリズムと呼ばれ
ているものだ。そして、これこそが今回紹介する
小野研究室で研究されている進化計算というアル
ゴリズムの一種なのである。
　進化計算とは、生物の進化の過程にヒントを得
て、自然淘汰などの現象を模倣したアルゴリズム
の総称だ。まずはノーズの例に沿って、進化計算
の枠組みについて説明しよう。
　初めに、ノーズのデザインをいくつか用意する。
それぞれのノーズの新幹線を走らせると、どのく
らいの騒音が生じるのかをシミュレーションを用
いて調べる。ここでの騒音が小さいほど良いデザ
インのノーズなので、そのようなノーズから順に
高い評価値をつけていく。
　次に、これらのノーズをもとに新しいノーズを
作る。具体的にはもとのノーズ同士を組み合わせ
たり、評価値が高いものを少し改変したりして作
る。こうしていくつかノーズを増やした後、評価
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値を参考にしながら、次に残すノーズをコンピュー
タが決める。そして、このように作られたものと
最初のノーズのグループを置き換えてこのアルゴ
リズムを繰り返す。これが進化的アルゴリズムの
大まかな仕組みである（図１）。
　なお実際には、ノーズは全体の長さや断面積の
変化率などの成分で表現されている。それらを変
数とすると、この変数の組み合わせによって騒音
の大きさが決まることが分かるだろう。つまり、
このアルゴリズムでは多変数関数の最小値を調べ
ているのだ。進化計算ではこのように、現実の問
題を関数としてとらえて解決しているのである。
　最初に述べた通り、このアルゴリズムは生物の
進化にヒントを得ている。そのような経緯もあり、
もととなったノーズのことを現世代、新しく作ら
れたものを次世代と呼んでいる。世代を経るごと
に目的に適さないノーズが淘汰され、良いノーズ
が多く残る仕組みとして、生物の進化の過程が模
倣されているのだ。
　現世代から次世代を作る過程は、まるでコン
ピュータが試行錯誤して新しいノーズを生み出し
ているようにも見えるだろう。実際、この次世代
を作る過程は進化計算の中で集中的に研究されて
おり、より少ない世代数で答えを見つけられるよ
うに効率化が進められている。なぜ効率にこだわ
るのかというと、一回のシミュレーションに一日
かかるような問題もあり、そのような問題では、
アルゴリズムの性能によって答えが出るまでに数
か月の差が生じるといったことがありうるからだ。
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図１　進化計算の流れ
無限ループを回避するために繰り返しの規定回数を指定しておく。

iADX-NES
　それでは、小野研究室で開発されている進化的
アルゴリズムを見ていこう。
　最初に紹介するのは iADX-NESと呼ばれるアル
ゴリズムだ。このアルゴリズムは、特殊な多変数
関数の最小値や最大値を求めるときに真価を発揮
する。その特殊な関数の説明から入ろう。
　この関数は、数値を代入するまでその点で値を
持つか分からず、また導関数が求められないとい
う性質がある。これを理解するためには、ある数
字を入れると何らかの規則に従ってその数字を変
換して返してくれる箱を想像してもらえると分か
りやすいだろう。手元にある数字を放り込むとそ
の箱は規則に従って数字を返してくれるが、肝心
の規則自体は全く分からず、しかもときには返し
てくれないこともあるといった具合だ。つまり、
私たちはこの関数について何も具体的なことはわ
かっていない。
　このような関数は私たちにとって馴染みの薄い
ものだが、実は現実問題の中ではよく出てくる関
数だ。現実の問題には規定の長さや重量があり、
そのような制約の中で問題を解決しなくてはなら
ない。一つでも制約に反していれば答えは意味を
なさないだろう。これは上の例で言う箱が答えを
返してくれないことに対応している。
　それでは本題である iADX-NESの中身について
迫ろう。上で挙げた特殊な関数が最小値をとる点
を求めることを考える。このアルゴリズムでは次
世代の生成に、ある点を中心とした山なりの確率
分布である正規分布を用いる。その正規分布に
従っていくつかの点を適当にとり、それらの点の
関数の値を調べ、評価値をつける。この評価値を
参考に次の正規分布の重心と形を定め、次世代の
正規分布とする。これが大まかな流れだ（図２）。
　最初、正規分布は等方的な形をしているが、生
成された点の影響を受けてだんだんと移動してい
く。具体的には、評価値の高い点が多く生成され
た場所に、次世代でより多くの点が生成されるよ
うに変化する。これは、正規分布の重心を次世代
の重み付き平均値をとった点にすることで実現し
ている。この点は評価値の高い点からの影響を強
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く受け、評価値の低い点からの影響は少ない。ま
た、最初の正規分布を生成するときは、重心とな
る点をランダムに定める。
　iADX-NESの特徴として、正規分布の重心と形
のより効率的な変化の仕方が挙げられる。上で述
べたことに加え、更に工夫を施すことで目的を迅
速に達成できるアルゴリズムとなっているのだ。
　その工夫とは、正規分布の重心と形の変化率を
最小値をとる点からの距離で変化させることだ。
例えば、私たちは文書から情報を探すとき、目的
の情報のキーワードとなる言葉を全体から探し、
そのキーワードの周りの文章を詳しく読むという
ことをする。これと同じことをアルゴリズムにさ
せるのである。そのためには最小値と現在の中心
の点との距離が分かれば良いが、実際にはその最
小値をとる点を探しているため、不可能である。
　そこで、小野研究室では重心の移動距離を利用
した。最小値をとる点から離れたところでは確率
分布の領域の中で最小値をとる点に近い部分と遠
い部分がある。それぞれの部分の点では関数の出
力する数値にばらつきが生じるので、重心が世代
間で大きく動く。逆に、最小値をとる点のすぐ近
くまで来ていれば、似たような値が多くなるから
重心が大きく動くことはない。このように、重心
の世代間の移動距離と、最小値をとる点までとの
距離の間には相関がある。従って、この相関を利
用して正規分布の重心と形の変化の仕方を変更す
ることで、最小値をとる点からの距離によって動
作を変える効率的な探索が実現できるのだ。
　iADX-NESの強みは現実問題に対する汎用性の
高さだ。先述した通り、このアルゴリズムが対応

している関数は、現実の問題を抽象化していくと
現れるものだ。そして、この関数に対して効率的
に動作するということは、根底にこの関数が存在
するすべての問題に iADX-NESが適用できること
を意味している。たった一つのアルゴリズムで似
たような問題をも解決できるようになるのは、こ
の研究の醍醐味である。
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生成された点と最小値との距離によって、正規分布に与える影響が大きく変わる。

図２正規分布の変遷の様子

　次に紹介するのは、巡回セールスマン問題を解
決するアルゴリズムである。
　巡回セールスマン問題とは、いくつかの都市を
1回ずつ通る経路のうち、最も短い経路を考える
問題である。都市の数が増えると経路数は都市数
の階乗で増えていくので、全ての経路を比較して
解決することは現実的に不可能となる。
　そこで、小野研究室では従来の巡回セールスマ
ン問題のための遺伝的アルゴリズムを並列化する
ことでより高速に解決することに成功した。並列
化とは、アルゴリズム中の処理を複数のPCで処
理できるように分割する手法を指す。
　どんなアルゴリズムでも並列化すれば速くなる
ように思えるが、実際はそうではない。並列化さ
れているコンピュータは、データの入出力を行う
マスタPCと、アルゴリズムの具体的な処理を担
う処理PCとに分かれている。アルゴリズムを実
行するには、マスタPCと処理PCとの間で必要な
データの送受信を行う必要がある。この処理は1
対1でしかできないので、この通信時間の長さに
よっては並列化する前よりも動作時間が長くなる
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ということも考えられるのだ。小野研究室でも、
並列化前のアルゴリズムをそのまま並列化すると
処理時間が1.4倍に伸びてしまった。
　小野研究室ではある工夫を施すことでこれを短
縮することに成功した。それを説明するために、
工夫される前の並列化されたアルゴリズムを先に
紹介しよう。
　初めに、現世代となる巡回経路をマスタPC上
で多量に作成する。この経路の集合をいくつかに
分けて、それらを処理PCに送信する。
　処理PC内部では次世代の生成を行う。その方
法とは、現世代の中から二つの経路を任意に選び、
それらの経路を組み合わせて次世代を作るという
ものである。このようにして生まれた次世代のデー
タを全てマスタPCに送信する。
　全ての処理PCでこの処理が終わった後は、次
世代の選別をマスタPC上で行う。このとき、経
路長が短いものを順に選んでいくが、これだけで
は似たような経路ばかりが生まれるようになって
しまうので、選別前の次世代を使って出現する経
路の頻度を調整している。
　これを並列化するときの問題点はマスタPCに
データを戻すときの転送時間にある。次世代の選
別をマスタPCで行うためには、生成した次世代
全てをマスタPCに転送する必要がある。そのた
め、どうしても通信に時間がかかってしまうのだ。
　そこで、小野研究室では次世代の選別も含めて
処理PCで行おうと考えた（図３）。そうすると処
理PCからマスタPCに送るデータの総量が少なく
なるので、通信にかかる時間を削減できる。また、

選別を行う作業も並列化することになるので、そ
の分の処理時間も短縮されている。（図４）
　従来、次世代の選別がマスタPC上で行われて
いたのは正確さのためであった。先述の通り、こ
のアルゴリズムには処理PCで新たに作られたデー
タにおける経路の頻度情報を参考にして、似たよ
うな経路ばかりが次世代にならないように調整を
する仕組みが存在する。従って、各処理PCで次
世代の選別を行うと、処理PC間で情報の共有が
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このような工夫一つで大きく性能が改善するのもアルゴリズムの魅力の一つだ。

図３並列化されたアルゴリズムの比較
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図４処理時間の比較
変更を加える前（上）は処理PCに待ち時間が存在していたが変更
後（下）はそれがなくなっている。
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アルゴリズム開発の現状と未来

　このように、小野研究室ではさまざまな進化計
算の開発が行われている。
　今まで紹介した研究を振り返ると、それぞれの
アルゴリズムは特定の問題群に強くなるように設
計されていることが分かる。実際、問題群の種類
と同じ数だけのアルゴリズムが必要であり、さら
にその中でもより速く効率的なものが求められて
いる。先ほど紹介した iADX-NESの強みは汎用性
の高さであったが、これはこのアルゴリズムで解
ける問題群が実世界のさまざまなところに現れる
ことによる。このアルゴリズムでさまざまな種類
の問題群が解ける、というわけではない。
　なぜさまざまな問題群に対応できるアルゴリズ
ムを作らないのか。実は、いかなる問題群にも対
応できるアルゴリズムというのは、平均するとデ
タラメに答えを捜索するアルゴリズムと効率が変
わらないことが示されている。このため個々の問
題群に合わせたアルゴリズムの開発が行われてい
るのである。そのような分野の特徴もあり、小野
研究室内でもさまざまなアルゴリズムを研究して
いる。今回紹介したのはその中の一部に過ぎない。
　また、お互いに違うアルゴリズムを研究してい

ても、小野研究室では定期的にミーティングやゼ
ミが行われているため、誰がどのような研究をし
ているのかをメンバー全員が把握している。研究
の成果を共有することで行き詰まったときに他の
メンバーからアドバイスをもらったり、他の研究
に対して助言できるようになったりするのだ。
　このような取り組みは、過程を共有した方が研
究が楽しくなるという先生の考えに基づいて行わ
れている。研究の対象となるもの自体は楽しいと
しても、何かを作るという行為は大変なものであ
り、その過程で苦しい思いをすることが少なくな
い。だが、苦労した点や工夫した点を他のメンバー
に話し、時には協力することでその辛い過程を乗
り越えやすくなり、研究を楽しみながら続けるこ
とができるのだ。
　先生は、進化計算は試行錯誤をコンピュータに
やらせているようなもの。アルゴリズムの高度化
はその無駄を省くために行われるが、それを極め
ても必ずしも最適な答えが見つかる保証はないと
語る。つまり、コンピュータは人間が面倒に感じ
る作業を肩代わりにしているに過ぎず、そこで見
つかった答えを評価したり、利用したりするのは
あくまでも人間である、というのが先生の考えだ。
　小野研究室で研究されている進化計算は、さま
ざまな形で応用され、私たちの世界で役立てられ
ている。私たちの試行錯誤を肩代わりするという
性質上、世界の技術水準が高度化するにつれて、
この分野の社会への貢献度はますます増加してい
くだろう。その最先端を往く小野研究室では、ま
だ誰も知らないアルゴリズムが日々研究され続け
ている。

できないという問題が生じ、そのため記録が若干
不正確になってしまう。しかし、各処理PCで似
た経路ばかりが次世代として作られない限り、世
代の多様性は大きく損なわれない。そこで、小野
研究室ではマスタPCの頻度情報をコピーを利用
して次世代の選別を行うことで、このデメリット
の影響を少なくした。
　新しいアルゴリズムと古いアルゴリズムのどち
らが高性能かを調べるときは、有名な問題に対し
て実際にプログラムを動かすことが多い。巡回
セールスマン問題では10万都市から20万都市の問
題をいくつか解く。このとき、いずれの問題に対
しても、並列化されたアルゴリズムは並列化され
る以前のものに比べて20倍ほど速く答えを見つけ
ることができた。更に、このアルゴリズムはその
うちの2つの問題において最短経路を更新するこ
とに成功したのである。

　研究内容を分かりやすく嚙み砕いて解説してく
ださった小野准教授に心より御礼申し上げます。
本稿を執筆する中で、進化計算に関する理解を深
めると同時に、この分野に対しての興味がより一
層強くなりました。その途中で生じた質問につい
ても快くお答えいただき、先生には大変お世話に
なりました。重ねて感謝申し上げます。
 （池野 政貴）

執筆者より


