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遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm: GA)
や遺伝的プログラム （Genetic Programing: GP）
の特徴の一つとして，個体と呼ばれる探索点が複数
存在し，同時に探索を行う，多点探索手法であるこ
とがあげられる．そのため，GAおよびGP はアル
ゴリズム自体に並列性を内在することが知られ，並
列処理や分散処理に極めて適しており，古くから活
発にGAやGPの並列処理についての研究が行われ
ている [Cantu-Paz 00, Alba 99, Tomassini 99]．ま
た，近年ではコストパフォーマンスに優れた PCク
ラスタ の登場や安価な PCにも複数の CPU が搭
載されるようになり，並列処理に適したアプリケー
ションが必要とされている．さらに，グリッドコン
ピューティング と呼ばれる広域分散計算環境の利
用が可能となってきた．そこでは，計算資源が多数
存在するが，計算資源間のネットワークレイテンシ
が大きく，各計算資源の存在が動的に変化するとい
う特徴を有する．GAやGPでは個体間の情報交換
が非同期でも探索が可能であり，また，いくつかの
個体の消失に対しても柔軟に対応可能であるため
に，この計算環境に適したアプリケーションの一つ
として GAや GPは注目を集めている．本節では，
並列・分散処理を行う際の基本的なモデルの特徴に
ついて GAを中心に解説する．
ここで，個体の初期化を行い，交叉，突然変異，

評価を繰り返す Simple GAを考える．これを逐次
モデル と呼ぶこととする．ここで注意しなければ
ならないことは，並列・分散GA，GPでは，論理モ
デル と実装モデル が存在することである．すなわ
ち，並列処理を行う場合，まず論理モデルを考え，
そのモデルを基に適用する計算環境に対して実装可
能なモデルを構築して実装および実行することにな
る．よって，論理モデルとしての逐次モデルでも，
並列処理が可能であり，一方，並列モデルと呼ばれ
る論理モデルが，実際には逐次で処理されることも
ある．

本節では並列GAモデルとして主要なマスター・
スレーブモデル，分割母集団モデル，セルラーモデ

ルの 3種類について解説を行う．これらのモデルは
GPにも適用可能である．

逐次モデルを並列に処理を行う最も簡便な手法
は，1ノードにおいてGA操作を行い，個体の評価
を行う段階において，各個体の情報をその他の多数
のノードに送信し，各ノードでは個体の評価が終了
した場合，評価値をもとのノードに送り返す方法で
ある．この実装モデルは，マスター・スレーブモデ
ルと呼ばれる．評価を行うノードはスレーブノード
と呼ばれ，それ以外の操作を行うノードはマスター
ノードと呼ばれる．概念図を図１に示す．スレーブ
ノードの数が母集団の個体数よりも少ない場合，評
価が終了してその値を返却してきたスレーブノード
に対して評価を行っていない個体情報を送信する．
本モデルは，実装が容易であるという利点がある．
また，Remote Procedure Call (RPC)を利用した
処理にも適している．さらに，使用可能なノード数
が非常に多い場合や，各ノードの計算性能にばらつ
きがあるようなヘテロな場合において，特別に実装
することなく，ロードバランスをとることが可能な
モデルである．
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図１：マスター・スレーブモデル

分割母集団モデル では，通常，単一である全体
の母集団が図２に示すように，複数のサブ母集団に
分割される．各サブ母集団内では，通常のGAの操
作が独立して一定世代行われる．その後，各サブ母
集団の中から，数個体が選択され，他のサブ母集団
にコピーもしくは移動される．しばしば，サブ母集
団を島 とみなすことにより，この操作は移住 と呼
ばれる．そのため，このモデルは島モデル と呼ば
れることもある．移住終了後，各サブ母集団では，
通常のGAの操作が繰り返され，定期的に移住操作
が行われる．移住操作では，サブ母集団の一定数が
移住個体として選択される．移住個体の数を決定す
るパラメータが移住率 である．移住操作が行われ
る世代間隔が移住間隔 である．このように，移住
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操作が逐次モデルに加わるため，設定が必要なパラ
メータは増加する．移住率や移住間隔のほかにも，
移住の際にどのような個体を選択するのか，移住の
際のサブ母集団のトポロジをどのように決定する
のか，どのような方向で個体を移住させるのか，移
住させた個体は移住先の母集団に加えるのか，既存
の個体と入れ替えるのか，入れ替えるのであればど
のような個体と入れ替えるのかなどがパラメータと
なる．これらのパラメータは解探索能力に影響を及
ぼす [廣安 02]．本モデルの最大の特徴は，並列処
理に適しているだけでなく，解探索性能が逐次モデ
ルと比較してしばしば向上することである．すなわ
ち，同等の解精度を求める場合，逐次モデルと比較
して，分割母集団モデルでは，必要となる評価回数
は少なくなる．これは，逐次処理を行う場合でも，
分割母集団モデルを採用することが有利であるこ
とを示している．本節ではこれを分散効果 と呼ぶ．
分散効果の理由は複合的であるため解明するのが
難しいが，母集団内の個体数は小さいので多様性は
失われるが，サブ母集団が複数存在するために全体
としての解の多様性は維持されること，各サブ母集
団で構築された多様なビルディングブロックが移住
後の交叉でよりダイナミックに成長すること，選択
を全体の母集団内で制限して行うことにより，多様
性が維持されることなどが考えられる．分割母集団
モデルを実装するモデルは数々考えられる．各分割
母集団をそれぞれのノードに振り分けるモデルが代
表的である．この場合，移住の際に通信が発生し，
分割母集団数とノード数は一致する．マスター・ス
レーブモデルに分割母集団モデルを適用することも
可能である．すなわち，マスターノードにおいて，
評価以外の操作を行い，スレーブノードにて評価を
行うモデルである．並列処理が必要な場合は，しば
しば，GAの処理の中で評価が最も計算コストが必
要とされることが多いため，論理モデルとして分散
効果が得られる分散母集団モデルを採用し，実装モ
デルとしてマスタースレーブモデルを利用すること
も有用である．
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図 2：分割母集団モデル
（トポロジはランダム，移住は一方向の例）

セルラーモデルは，図３に示すように，各個体の
配置を定義し，注目する個体の近傍内に含まれる個
体とのみ交叉を行う論理モデルである．ネットワー
ク性能が現在に比べて劣っていた時代には，各ノー
ドに個体を割り当て，ノード間の物理的なネット
ワークトポロジにあわせて近傍を定義し，すべての
操作を各ノードで行っていた．これにより，通信に
必要なデータ量を削減でき，かつ，高速に通信が行
えるため処理が行える実装モデルともなった．GA
やGPでは遺伝子情報と適合度値のデータが通信の
際に必要であり，この程度のデータ量は，現在では
ネットワーク性能が向上したため，大きな問題にな
らない．そのため，実装モデルとして，セルラーモ
デルを採用することはあまりない．しかしながら，
分散母集団モデルと同様，分散効果が得られるため
に，必要な計算量が，逐次モデルと比較して少なく
なる．これは，解探索中に解の多様性が維持できる
からであると考えられ，その探索過程は分割母集団
モデルのものとは異なる．また，分割母集団モデル
と同様，逐次モデルと比較して，設定しなければな
らないパラメータは増加する．

図 3：セルラーモデル
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（2次元格子トポロジの例．黒丸個体に対して，グ
レイ個体が近傍であることを示す．）

並列・分散のための GAおよび GPのモデルは，
これ以外にも，様々なモデルが存在する．これらの
モデルは並列処理に適しているだけでなく，上記の
分散効果が得られ，ハイブリッド化を容易に行える
という利点を有する．
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