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あらまし 分枝限定法は，組合せ最適化問題の解法として適用される計算手法の一つである．ところが問題の
規模が大きくなると，この解法の振舞いは複雑になり，実行時間が指数関数的に増加する．このため，分枝限定
法の並列化という手法が提案されている．しかし，並列分枝限定法のように複雑な振舞いをするアルゴ リズムの
問題点を的確に把握し，対策を考えることは非常に困難である．
そこで本論文では，並列分枝限定法のアルゴ リズムの振舞いをアニメーション技法を用いて画面上に表示するシ
ステム Sapal-BB を実現し，これを使用することで，アルゴ リズムの有効性の判断を容易にする．本システム
では，分枝限定法の実行過程で作られる分枝図を動的に表示する．生成される分枝図は全体を一度に見ることが
困難なため，３つにレベル分けし表示している．最後に二種類の並列分枝限定法の実現を本システム上で実行し，
その結果の比較・検討を Sapal-BB の機能を利用して行う．
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分枝限定法の並列化のように逐次型のアルゴ リズム

まえがき

を並列化した場合，並列型のアルゴ リズムと逐次型の

分枝限定法は，組合せ最適化問題の中でも特に難し
い問題の解法に適用される計算手法の一つで，実用的

アルゴ リズムが同じ解を出しても，これら二つのアル
ゴ リズムの実行過程はまったく異なることがあり得る．

にも有効な手法の一つである [1], [2]．しかし，この分

また，並列型にした場合，逐次型では考慮する必要が

枝限定法を用いても解を得るために必要な計算時間は，

なかった条件も考える必要がある．これらのことから

問題の規模が大きくなるにつれて指数関数的に大きく

並列化したアルゴ リズムの動作を予測することは困難

なる傾向がある．このために，分枝限定法の並列化と

である．

いう手法が考え出され，いろいろな並列化手法が提案

ところで，最近の新しい研究分野としてアルゴ リズ
ムアニメーション（ Algorithm Animation ）と呼ばれ

されている [3]〜[5]．
分枝限定法では問題を次々と分解し，その過程で得

る分野がある [12], [13]．これはアルゴ リズムによって

られる与えられた問題についての情報を，次の段階で

問題が解かれる過程を逐次ディスプレ イ画面上に表示

の操作に利用する．このために分枝限定法のアルゴ リ

し，アルゴ リズムが実際の問題を解いていく様子を動

ズムが次の段階で行う操作を，正確に予測することは

画（ Animation ）として見せる技法である．この手法

不可能である．分枝限定法のアルゴ リズムの解析は今

を用いると，紙の上に書かれただけでは理解しにくい

までにも行われているが [6]〜[11]，それらの解析にお

アルゴ リズムの全体的な流れも容易に把握できるよう

いては単純化のために多くの仮定が行われている．さ

になる．この考え方を振舞いの複雑な並列分枝限定法

らに平均的な効率を予測するものではなく，最悪の場

に適用すればアルゴ リズムの開発に有効な手段を提供

合を想定している場合が多い．

できると考えられる．
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そこで本論文では，アルゴ リズムの開発者が並列分
枝限定法の実装を比較・検討する際の支援ツールとし
て利用することを念頭に置き，上記アルゴ リズムアニ
メーションの手法を適用し，並列分枝限定法の振舞い
をワークステーションの画面上に逐次表示するシステ
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ム Sapal-BB（ Simulator and Animator of Parallel

RP

Algorithms for Branch-and-Bound method ）を実際
に作成する．さらに，本システムの有効性について実
行結果から検討を行う．

2.

並列分枝限定法

2. 1

NP 1

NP 2

NP m

分枝限定法

分枝限定法（ branch-and-bound method ）の基
本的な考え方は，図 1に示したように，直接解きがた

図 2 星状結合ネットワーク型マルチプロセッサシステム
Fig. 2 Star-shaped multi-processor system

い問題に表れる整数変数を固定し，より解きやすい部
分問題（ partial problems ）に分解する．そしてこの

が得られる．分解の過程を与えられた原問題からた

部分問題をすべて解くことにより，与えられた問題を

ど っていくと，分枝操作の進み方を示す分枝図が得ら

解くという考え方である．

れる（ 図 1 ）．実行中のある時点で最適と考えられる

部分問題に 分解す る操作のことを 分枝操作
（ branching operation ）とよぶ ．可能なすべての 分

解を暫定解と言い，すべての部分問題を処理した時の
暫定解が与えられた問題の最適解になる．
並列計算機のモデル

枝操作を行うだけでは単なる列挙法と異なるところが

2. 2

なく効率が良くならない．そこで，不必要な部分問題

本報告で考える並列計算機の論理的なモデルは，図

の生成を抑えるために，整数変数をすべて固定しなく

2に示すような星状結合ネットワーク型マルチプロセッ

ても可能解が求まる場合，あるいは着目している部分

サシステムである．ＲＰ（ Root Processor ）は親プロ

問題からは最適解が求まらないことが結論できる場合

（ Node Procesセッサを示し，ＮＰ i（ i =1,2,. . .,m ）

には，新たな分枝操作を適用しないようにする．この

sor ）は子プロセッサを示す．このモデルにおいて，各

手続きを限定操作（ bounding operation ）とよぶ．

プロセッサは共有メモリを持たず，専用記憶装置だけ

分枝操作も限定操作もなされていない問題は活性部

を持つとしている．プロセッサ間のデータ伝送はネッ

分問題と呼ばれる．これら活性部分問題の中から次に

トワークを通じて行われる．このモデルを実際には

分解すべき部分問題を選び出す操作を探索（ search ）

Ethetnet で接続された計算機上で UNIX のプロセス

とよぶ．このようにして探索，分枝操作，限定操作を繰

間通信の機能を用いることにより実現している．

り返していくといくつかの可能解（ feasible solution ）

2. 3

並列分枝限定法のアルゴリズム

上述したようなマルチプロセッサシステム上で，並
列分枝限定法を実現する方法として，本報告では次の
ような方法を採用している．但し，視覚化を実現する
際には，今回の方法とは異なった並列化手法を採用す
る場合についても考慮している．
親プロセッサは与えられた問題のデータと解の管理，
および子プロセッサへの問題の割当てを行う．子プロ
セッサは親プロセッサから与えられた活性部分問題を
初期問題と見なし，探索と分枝操作，限定操作を繰り
返し行う方法である．この方法では，親プロセッサに
原問題

関しては記憶領域および通信時間が節約でき負荷は軽

部分問題

くなる．しかし，各子プロセッサでは探索終了時間に

活性部分問題

差が生じるため，空き状態のプロセッサができてしま

枝刈りされた問題

い，子プロセッサを効率良く利用できなくなる．この

可能解が求まった問題

Fig. 1

2

図 1 分枝限定法の分枝図
Branch ﬁgure for branch-and-bound method

ため，親プロセッサが部分問題の再割当を行う必要が
ある．
組合せ最適化問題の例としては，次のような０−１
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Fig. 3

図 3 親画面の描画例
An example view of parent level

ナップサック問題を対象として取り上げている．この
問題は

有限集合 U ＝｛ 1,2,. . . , i, . . .,n ｝の各要素

プロセッサの処理が滞ることはない．
並列分枝限定法の検討・評価を行う際に，はじめに

が，非負整数のパラメータ ai および ci を持つとき，

a · xi <
ある正整数 b に対して
= b なる制約条件
i i

の探索を行っていないかど うかである．このような場

下で，目的関数

合，一般的な並列アルゴ リズムの評価・開発のために



ci · xi を最大にする０−１分枝変
数（ branching variable ）xi を求める問題 と定義さ
i

れる．

3.

考慮されなければならない点は，不必要な分枝木上で

利用されるようなツールでは不充分である．
そこで，本研究では，ＴＡＮＧＯ，ＺＥＵＳなどの

Sapal-BB の概要

１章で述べたように，本研究では，ＴＡＮＧＯ，Ｚ
ＥＵＳなどのツールで実現されているアルゴ リズム・

ツールで実現されているようにアルゴ リズム内部で利
用されるデータ構造を視覚化する方法を採用する．２
章で述べたように分枝図は，分枝限定法において探索
の進み方を保持する内部データ構造であると見なせる．

アニメーション技法を並列分枝限定法に適用し，アル

Sapal-BB では並列分枝限定法のシミュレータの実行

ゴ リズムの開発支援ツールとして利用することを目標

と同時にこの分枝図を動的に視覚化する．

としている．これまでにも，一般的な並列アルゴ リズ

本システムは，各子プロセッサによって並列に探索が

ムの評価・開発支援ツールに関しては，さまざまなシ

行われる様子だけではなく，枝刈りや部分問題の再割

ステムが提案されている [16], [17], [19]．これらのツー

当が行われる状況，さらに数値情報も含めて使用者に

ルでは，並列計算機を構成する各ホストの負荷情報お

理解しやすく示し，実行中のアルゴ リズムの理解を助

よびホスト間の通信状況を図的に表示し，負荷が特定

ける事を目標に設計を行った．分枝限定法の実行中に

の計算機に集中するような不具合，もしくは通信遅延

構成される分枝図は規模が大きくなる傾向があり一枚

により並列処理が停滞する状況などを理解しやすく示

の画面中に表示するだけでは，有効な情報を読み取る

している．

ことが難しくなる事が予想される．そこで Sapal-BB

前節で述べたようなアルゴ リズムを実装した並列分

では X window System で提供されるマルチウィンド

枝限定法を実行している並列計算機に対してこのよう

ウ環境を利用し，複数の表示画面を用意することで描

なツールを利用した場合，並列処理が停滞するような

画される分枝図から情報を読み取り易くする．分枝図

通信は，親プロセッサが部分問題の再割当を行う場合

全体を概観するための画面，各子プロセッサが探索を

だけであり，それ以外のほとんどの時間に関して，子

行っている周囲を見る画面，数値情報も含めて細かく
3

電子情報通信学会論文誌 ’96/xx Vol. J79–D–I No. xx

Fig. 4

図 4 子画面の表示例
An example view of child level
Fig. 5

図 5 孫画面の表示例
An example view of grandchild level

分枝図を見る画面を用意する．また，暫定解の時間的
な更新の様子を表示する画面も用意している．以下で

• “コントロール” メニューには “シミュレータ実

は，このように Sapal-BB で用意されている複数の

行停止” と “シミュレータ実行継続” の二つのサブ メ

画面の機能について述べ，本システムの構成，実行例

ニューがある．メニューを選択することにより，シミュ

に基づく評価についても述べる．

レータの実行を制御することが可能である．

4.
4. 1

Sapal-BB の機能
親

画

面

親画面には分枝図全体が描かれる．その例を図 3に
示す．

• 実際に画面上に描画される領域は，分枝図全体

• “詳細” メニューからは，暫定解の変化を示すグ
ラフや，各プロセッサが処理した部分問題の数を調べ
るための表を表示できる．

4. 2

子

画

面

子画面には各々のプロセッサが処理中の問題を葉と
する分枝図の一部が描かれる．この画面は新たな活性

の一部であるがスクロールバーを利用し画面上に描画

問題ができた場合や，枝刈りが生じた場合に書き換え

される領域を変更することが可能である．

を行う．しかし，パラメータの設定により，常に書き

• 図中の点線は，枝刈りされた問題を表している．
四角の枠は子画面が表示している範囲を表している．

換えをさせるのではなく，数回に一度書き換えをさせ
ることも設定により可能である．描画例を図 4に示す．

また，どのプロセッサが処理した部分問題であるかを

• 画面中には，この画面がどのプロセッサに対応

理解しやすくするために，各プロセッサごとに処理し

しているかを示すラベルがある．その下に各プロセッ

た枝を異なる色に設定することが可能である．

サごとの情報が示される．一つ目はそのプロセッサが

• 図中の数字は子プ ロセッサから新たに親プ ロ

現在知っている暫定解であり，二つ目は現在表示され

セッサに報告された可能解を表しており，その位置に

ている葉の分枝図全体中における深さである．最後の

よってその可能解が得られる深さなどを知ることがで

数字はそのプロセッサが現在管理している活性部分問

きる．さらに，その時点での暫定解は，白黒を反転さ

題の数である．

せて強調している．

• 分枝図が描画されている領域の任意の点をマウ

4. 3

孫

画

面

孫画面にも分枝図の一部が描かれる．この画面は親

スでクリックすると孫画面が表示され，分枝図中には

画面の分枝図上をマウスでクリックすることで表示さ

孫画面が表している領域を示す四角形が描かれる．

れ，実際に孫画面で観察可能な領域は親画面の分枝図

• “子画面” メニューを使用すると各プロセッサに

上に描かれた四角形で表される．この四角形は子画面

対して用意される子画面の表示・非表示を切り替えら

の領域を表す四角形と区別するためより太く，別の色

れる．

で描かれる．描画例を図 5に示す．

4
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Fig. 6

図 6 暫定解の変化を表すグラフ
An example view of the incumbent value graph

• 孫画面は親画面と同様に，観察可能な領域すべ

可能解が見つけられるまでの経過時間を知ることがで

てを表示はしない．表示されていない領域はスクロー

きる．また，今回構成したシミュレータでは，可能解

ルバーを用いたり，孫画面全体の大きさをウィンド ウ

の値を他のすべてのプロセッサに対して，親プロセッ

マネージャのリサイズ機能を使って変更することで表

サを通して報告するようにしているので，その値がす

示できる．

べてのプロセッサに伝わるために必要な時間について

• 各節点の脇に振られた数字の意味を以下に示す．
一段目： “，” で区切られた二つの数字がある．第一の数
字をたどることによりどのように変数の固定が進んで

も推測することができる．

5.

Sapal-BB システムの構成

問題が枝刈りされた順序を表している．この数字が “

5. 1 全 体 構 成
Sapal-BB は以下の図 7に示したように，アニメー

０” である節点の問題は枝刈りがなされていないとい

ションを行うプロセス（アニメータ）と，親プロセッ

うことを表す．

サおよび子プロセッサを実行するプロセス群からなる

きたかについて知ることができる．第二の数字はその

二段目： 該当する部分問題の上界値を表す．

シミュレータの二つの部分から構成されている．これ

三段目： 該当する部分問題の下界値を表す．

らのプログラムはすべて UNIX 上でＣ言語を用いて作

• “根の変更” メニューを選択することにより孫画

成している．ＧＵＩ（ Graphical User Interface ）を

面に表示されている部分木の根を変更することが可能

実現するためのツールとしては，X Window System

である．サブ メニュー “上へ” を選ぶと根がひとつ上

と Motif Widget Set を用いている．通信を実現する

の部分木を再描画し，親画面中の観察可能領域を示す

ための手段としては UNIX 上の Socket 機能を使用し

四角形も上に移動する．“左下へ”，“右下へ” も同様に

ている．

動作する．

4. 4

その他の画面

その他の画面としては，各プロセッサにおいて暫定
解が改善されていく様子を表すグラフを表示できる．
描画例を図 6に示す．
図中の４桁の数字は可能解の値を表している．また

X Window System では，ワークステーション上の
入出力装置はＸサーバと呼ばれるプロセスが管理して
いる．ユーザがプログラム中から画面に描画を行いた
い場合，Ｘサーバに対してＸプロトコルを用いて通信
を行うことで描画を要求する．

Sapal-BB では図 7に示し たように，Ｘサーバと
分枝限定法を実行するシミュレータの部分とは，アニ

“%” で表された数字は，横軸の左端がシミュレーショ

メータによって，完全に分離されている．アニメータ

ンが始まった時，右端がグラフを表示させた時と考え

とＸサーバはＸプロトコルを用いて イベントの通知

た場合の経過時間の割合を表している．縦軸は暫定解

や描画要求などの通信を行う．シミュレータは，アニ

の値を表している．
このグラフから，シミュレーションが始まってから

メータに対して，アルゴ リズムが処理した仕事につい
ての情報を報告する．このため，シミュレータのプロ
5
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性部分問題の数・部分問題の状態（活性・枝刈り・再

X server

割当）
・処理中の部分問題の深さ・実行終了をアニメー
タに知らせる機能を用意している．
Animator

5. 3

アニメータの構成

アニメータは，シミュレータ用のすべてのプロセッ
Stimulator for parallel B&B

サとの接続を確立すると，アニメーション用ルーチン
の実行を開始する．X Toolkit を用いたプログラムで

RP

必要になる初期化を行った後，Ｘサーバからのイベン
トを受け付ける状態になる．このままではシミュレー
タからの描画要求を受け付けられないため，X Toolkit
NP 1

NP 2

NP m

で用意されている WorkProc 機能を利用する．この
機能はＸサーバからのイベントの通知がない時に，あ

Fig. 7

図 7 Sapal-BB の構成
Composition of Sapal-BB

らかじ め登録しておいたルーチンを処理するように
する機能である．これを用いてシミュレータの各プロ
セッサとアニメータとの通信路である複数のソケット
を UNIX の select 機能を用い常に監視するようにし，

グラム中では，アニメータに必要なメッセージを送る

メッセージがあれば，それに応じて適切な描画を行う．

だけで充分になる．すなわちシミュレータのプログラ

シミュレータから送られてくる各メッセージには，タ

ム中に，Xlib もしくは X Toolkit 等のプログラミング

イムスタンプを付加し，描画の順序に矛盾が生じるよ

で必要になる関数の呼出しを記述する必要がない．

うな時間的な問題が起きないように考慮している．

シミュレータからアニメータへの通信はソケットで
構成した通信路を用いている．このため，図 7で示し
たすべてのプロセスを，別々の計算機で動作させる事

6.

実

行 例

以下では，２０個の０−１変数を持ち，各変数に対

も可能である．アニメータとシミュレータの間では，

する係数は，特定の範囲の中からランダ ムに選んだ

シミュレータの停止を実現するためにシグナル機能と

ナップザック問題を解いた場合の実行結果を例として

呼ばれる UNIX に用意されているソフトウェア割り

考える．２章でも述べたとおり，今回実装したような

込みの機能も利用している．

並列化を行った分枝限定法では，初期に割当てた部分

シミュレータの構成

問題の終了時間が子プロセッサごとに異なるため，部

5. 2

Sapal-BB で構成したシミュレータは親プロセッサ

分問題の再割当を行わなければ ，空き状態の子プ ロ

と，１個以上の子プロセッサからなる構成である．子

セッサができることになり，プロセッサの利用効率が

プロセッサの数についてはプログラムのコンパイル時

悪くなる．

に指定できるが，６章の例では視覚化する問題の規模

再割当を行う部分問題の選び方としてはさまざまな

や視覚化した時の見やすさなどを考えて子プロセッサ

方法が考えられるが，再割当を適切に実行しない場合，

数を３台としている．

次々と親プロセッサと子プロセッサの間で部分問題の

上述したように各プロセッサからアニメータに通信

再割当が起こり，通信に費やす時間が多くなる．これ

するときには，直接ソケットにそれらの情報を書き込

は計算機の有効利用という点から好ましくない．この

むのではなく，通信用のサブルーチン群をあらかじめ

章では，再割当のための部分問題を選ぶときに，“分

用意し ，それらを分枝限定法のアルゴ リズム中に埋

枝図上で根に近い部分問題から選ぶ方法（ 幅優先割

め込むことで実現している．このためアニメーション

当）”，“部分問題の下解値がもっとも小さい問題を選

を行わないシミュレータが必要な場合，通信用のサブ

ぶ方法（最良下解値優先割当）” という二つの方法を

ルーチン呼び出しと初期化時に行っているアニメータ
との接続手続きをコンパイラのプリプロセッサ機能を

Sapal-BB の終了時の親画面から比較する．
図 8は幅優先割当の実行結果，図 9は最良下解値優

用いて無効にすれば良い．

先割当の場合の実行結果である．どちらの結果も分枝

描画用のサブルーチンとしては，暫定解の変更・活
6

図全体の一部であるが，同じ深さの部分を表示してい
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Fig. 8

図 8 幅優先割当の場合の結果
Result of breadth ﬁrst assignment

る．実際に実行するときには，カラーディスプレ イ上

問題の処理に集中させるためには，幅優先割当を行う

に表示し，部分問題を表す分枝木上の枝を処理したプ

ほうがよいことがわかる．

ロセッサに応じて色分けすることでどの部分木をどの

この例では，終了時の画面のみの比較を行った．本

プロセッサが処理したかを表示できる．ここでは，処

システムでは，実際には並列分枝限定法の実行過程に

理したプロセッサに応じて枝の太さを変更している．

おける解の探索状況を時間を追って概観できる．また，

図 8と図 9を比べると，最良下解値優先割当を取っ

各部分問題毎の数値情報などを詳細に調べることもで

ている場合は，部分問題の再割当が分枝図上で右下の

きるため，アルゴ リズムの評価・検討に有効に活用で

部分に見られるが，幅優先割当を取った場合右上の部

きる．これは，アルゴ リズム・アニメーションにおけ

分からも再割当が行われることが確認できる．分枝図

る内部データの視覚化を，並列分枝限定法において分

上で下に位置する問題はより変数の固定が進んでいる

枝図の動的な視覚化として実装したためである．今回

ために，上の方に位置する問題に比べて，それ以降の

の実行例は，０−１ナップザック問題であるが，他の

探索が早く終わることが多い．探索が早く終わると子

組合せ最適化問題に対する分枝限定法を検討する際に

プロセッサは次の部分問題を要求するから，再割当の

も本システムで用いた手法は有効であると考える．

回数が多くなる．このことから，各プロセッサを部分

7
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図 9 最良下解値優先割当の場合の結果
Fig. 9 Result of best ﬁrst assignment

7.

む

す び

Sapal-BB では，並列分枝限定法の視覚化を０―１
ナップザック問題を例として取り上げ実現した．
視覚化を実現するために，分枝限定法のシミュレー
タ本体から，アニメーションの要求を直接表示装置に

用のプログラム中に関数呼出しを入れるだけで視覚化
が可能となった．
描画される分枝図は，全体を大きく見るものから，
具体的な数値を乗せた図まで親，子，孫と３レベルの
画面を用意した．親画面中に子，孫の表示領域も示し
たので相互間の関係も把握できる．

行うのではなく，それらに関する機能はシミュレータ

Sapal-BB では一度実行が始まると終了まで使用

から分離するようにした．具体的には，アニメータと

者は指示ができないというものではなく，対話的にシ

シミュレータを UNIX のプロセスのレベルで分離し

ミュレータの停止と再実行を指示することが可能であ

た．このめ今回行った並列化とは異なるさまざまな種

る．しかし，アニメーションの表示の制御にはほかに

類の並列分枝限定法に対してもアニメーションを行う

も速度を任意の時点で変更したり，前の状態に戻すな

ことが可能になっている．

どの制御もある．このようなより高度な要求に対して

シミュレータに視覚化の機能を付け加えるための変
更をできるだけ少なくするためにアニメーション用の
サブルーチン群を用意した．このため，シミュレータ
8

も考慮する必要がある．
さらに今後は，アニメータの機能を充実させるとと
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