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研究活動報告

ここでは MPSA について紹介する．

Hector が 示す MPSA(Methodoogy to Parallelize
Simulated Annealing) では，異なる温度が割り当てら

今月は修士論文の執筆と，PSA/AT(GA) をタンパク
質に適用する実験を行った．修士論文は「遺伝的アルゴ

れた複数のプロセッサが同時に解探索を行うことで，計

リズムを用いた適応的温度調節を行う並列シミュレー

算時間の短縮をはかっている．Fig. 1 に MPSA の概略

テッド アニーリング 」をタイトルとして，TSP を対象

図を示す．

問題に PSA/AT(GA) を適用するという内容である．本
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我々の研究における重要温度領域の決定方法は，一定

Restart

温度 SA を様々な温度で実行し，それぞれで得られた解
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から主観的に重要温度領域を決定していた．しかし，重
要温度領域を報告している Connolly1) と Mark ら 2) ら
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は，様々な温度で一定温度 SA を何度も試行し，各温度

Fig. 1 Methodology to Parallelize Simulated Annealing

での解の品質 (式 (1))，最適解発見率 (式 2)，実行時間

(式 3) から重要温度領域を決定している．
MPSA では各プロセッサに異なる温度 T と初期解 S
が割り当てられ，その温度での一定温度 SA を同時に行

E[min{f (X1 ), . . . , f (XN )}]

(1)

P (τ (Topt ) ≤ N ) = max P (τ (T ) ≤ N )

(2)

サは最終的な解を低温のプロセッサに送信し，その解よ

E[τ (Topt )] = min E[τ (T )]

(3)

り悪い解を持つプロセッサは現在の解を置き換えて解探

T ∈[0,∞]
T ∈[0,∞]

う．解のエネルギー分布が準平衡状態に達したプロセッ

索を再開する．最終的には，最も低い温度のプロセッサ
が最良の解を持ち，その解は各温度での準平衡状態を経

式 (1) に示す f (Xt ) は，t 番目の推移で得られた解 Xt

ているため，良好な品質を示すと考えられる．

のエネルギーを示す．この式では，予備実験で決定する
評価計算回数 N の一定温度 SA を行い，各温度で得ら

このように，MPSA では SA の並列化によって温度ス

れた最良エネルギーの中から最良のものを得た温度を重

ケジュールを分割し ，計算時間の短縮をはかっている．

要温度領域としている．

しかし，各プロセッサの初期の温度割り当てには充分な

式 (2) では，一定温度 SA で最適解に到達する確率を

予備実験が必要であり，高い温度から低い温度へと順に

全ての温度で比較し，その中から最大値を取る時の温度

準平衡状態に達しない場合，待ち状態に陥るプロセッサ

を重要温度領域としている．

が生じることなど ，いくつかの問題点があげられる．

式 (3) では，一定温度 SA で最適解に到達するまでの
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各 SA の温度スケジュールが異なることが特徴的である．
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