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ジョブショップスケジューリング問題(JSP)においては，タブーサーチに基づく N7 Neighbourhood法が良い探索性能を

示している．しかし，タブーリスト長はある範囲のランダムな値で固定化されている．本研究では，JSPの仕事数と機械数，

および処理時間を問題特徴とし，その問題特徴に応じてタブーリスト長を調整することで探索の効率化を図る．また，ベン

チマーク問題とランダム問題を使用した実験により，提案解法が問題の特徴によらず効率的であることを示す． 

1. はじめに

スケジューリング問題は，限られた資源とこなさなければ

ならない複数の仕事が存在する際に，どの仕事をどの資源

にどの順序で割り当てた場合に最も効率的なスケジュール

となるかを求める問題である．  

 スケジューリング問題の代表例としてジョブショップス

ケジューリング問題(Job-shop Scheduling Problem,JSP)

が挙げられる． JSPは NP困難な問題であるため，メタヒ

ューリスティックな手法で実時間内に近似解を求めること

が多い．特にタブー探索(Tabu Search，TS)を基本戦略と

したA tabu search/path relinking algorithm1)が有効である

ことが知られている．この探索法で使用されている TS は

N7 Neighborhood法と呼ばれるが，ここで使用されている

パラメータは問題特徴によらずある範囲のランダムな値で

固定されている．しかし，田村
2)
らの研究では，機械数に

対する仕事数の比(𝑛/𝑚)において，𝑛 ≒ 𝑚となる問題を多峰

性の強い問題とし，一方，𝑛 > 𝑚となる問題を多峰性の弱

い問題とし，それぞれに適用する探索法を切り替えること

で良い解精度の探索が可能であることを示した．我々は

先行研究
3)
において， A tabu search/path relinking

algorithmで使用されているN7 Neighborhood法のパラメ

ータであるタブーリスト長を𝑛/𝑚に応じて調整することで，

最適解を探索するのに要する平均時間の短縮に繋がること

を示した．また，𝑛/𝑚の値が増加するほど，短い探索時間

を示すタブーリスト長の平均は減少する傾向を得た．しか

し，𝑛/𝑚=1，1.5 のような𝑛/𝑚の値が小さい問題において，

短い探索時間を示す良いタブーリスト長のばらつきが見ら

れた． 

本研究ではまず，上記の傾向がベンチマーク問題だけで

はなく，ランダム問題においても同様の傾向が存在するか

を確かめる実験を行う．さらに，良いタブーリスト長のバ

ラツキが見られた𝑛/𝑚の値が小さい問題において，新たに

作業の処理時間も問題特徴とし，良いタブーリスト長の近

似式を求め，近似式から得られるタブーリスト長が有効で

あることを検証する． 

2. 関連研究

 ジョブショップスケジューリング問題は𝑛種類の仕事に対

して𝑚種類の機械によって処理する場合に，全体の処理時

間(makespan)が最小となる処理スケジュールを求める問

題である．𝑛は仕事数，𝑚は機械数，𝑜𝑖,𝑗(𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 𝑗 =

1,2, … , 𝑚)は𝑖番の仕事の𝑗番目に処理する作業である． 

タブー探索は近傍探索の一種であり，局所解への収束を

防ぐために，一度探索した解そのものや解への遷移要素を

記憶し，再度その解や要素を使用した遷移を禁止するタブ

ーリストをもつ．タブーリスト長はタブーリストにどれだ

けの要素を保持するかを決定するパラメータである． 

A tabu search/path relinking algorithm は Pengらによ

って提案された手法である．この手法は N7 Neighborhood

と呼ばれるタブー探索と，2 つの解から新しい解を作成す

る path relinkingから構成される手法である． 

3．数値計測実験

3.1．実験設定 

対象とする JSPのインスタンスはTaillard4)らの研究を参

考として作成した．問題の𝑛/𝑚の比率𝑟は𝑟 ∈｛1.0，1.5，2.0，

2.5，3.0，3.5，4.0，4.5，5.0｝であり，𝑚 ∈｛5，10，15，

100｝とする．また，𝑛は𝑛 = 𝑟𝑚により決定する．1つの𝑟に

は 1 つの𝑚 につき 3 問ずつ作成し 12 問用意する．その結

果，すべての問題数は 108 問となった．実験に使用するタ

ブーリスト長 TLは TL∈｛10，15，20，30，40，50，60，

70，80，90｝とする． 先行研究で使用したベンチマーク

問題は最適解が判明しており，さらにその最適解の探索は

容易であったため，最適解の探索に要する時間を計測した． 

しかし，今回対象とする問題では，最適解が不明である

ため同様の計測を行うことは困難である．そのため，探索 
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Table.1 improvement rate 

 

 la21 la22 la23 la24 la25 

oldTL 60 40 60 50 50 

bestTL 66 44 65 58 48 

improvement 

rate 
1.028 1.013 1.007 1.013 1.001 

 Table．2 improvement rate 

終了条件を 30分と決め，その条件に達した際のmakespan

を計測した．問題 1 つにつき，1 つのタブーリスト長毎の

探索を 30分の探索を 20回繰り返し，探索終了時点での平

均のmakespanを求める．この平均のmakespanが最も短

くなるタブーリスト長を最も良いタブーリスト長とした．

この試行をすべての問題において，すべてのタブーリスト

長毎に探索を行う． 

3.2．実験結果と考察 

  Fig．1 は各問題が最も短い makespan となったタブー

リスト長をプロットしたグラフである．横軸が𝑛/𝑚，縦軸

がタブーリスト長である．それぞれの𝑛/𝑚毎にタブーリス

ト長の平均を求め，それを線で結んだ．Fig．1から，𝑛/𝑚

の値が増加するほど，最も良いタブーリスト長は減少する

傾向が観察できた．これは先行研究と同様であり，ベンチ

マーク問題だけではなく，今回作成した JSPにおいても同

様の傾向が存在するといえる． 

また， 𝑛/𝑚 = 1，1.5のような比率が小さい問題において，

最も良いタブーリスト長のばらつきが見られた．これは最

も良いタブーリスト長を決定する要因が𝑛/𝑚だけではない

ことを示唆している．JSP において事前に与えられる情報

として，各作業𝑜𝑖,𝑗の処理時間が存在する．そこで，𝑛/𝑚 = 1

となるベンチマーク問題 10問において，処理時間の最小二

乗法による回帰分析を行った．その結果，処理時間の平均

を𝑎𝑣𝑒，標準偏差を SD，近似式によるタブーリスト長を

𝑏𝑒𝑠𝑡𝑇𝐿とすると，近似式(1)が得られた． 

𝑏𝑒𝑠𝑡𝑇𝐿 = 3.34𝑎𝑣𝑒 − 4.18𝑆𝐷              (1) 

 (1)を𝑛/𝑚 = 1.5となるベンチマーク問題 la21~25の 5問に

おいて適用し，その結果得られたタブーリスト長を適用す

ることで解の探索性能の向上が見られるかを検証した．探

索の結果，すべての探索において最適解を見つけることが

気できた．そこで，先行研究の数値計測実験で得たタブー

リスト長と比較するため，最適解を探索するのに要する時

間で比較した．最適解を探索に要する時間は同じ問題で 30

回の試行を行いその平均時間を求めた． Table．1 が使用

したタブーリスト長と改善率である．oldTL が数値実験で

得られたタブーリスト長であり，bestTLが近似式から計算

で得られたタブーリスト長である．改善率は oldTLを適用

し計測した最適解を探索するのに要する平均時間を，

bestTL を適用し計測した最適解を探索するのに要する平

均時間で割った値である． その結果，5 問中 4問において

最適解を探索するのに要する時間の改善が見られた．(1)の

近似式について考えると，𝑆𝐷が aveに対して小さくなるほ

ど，bestTL は長くなる．これは𝑆𝐷が小さいと，探索時に

おける遷移時に，タブーリストに記憶されていないが，既

に記憶された遷移と似たような処理時間の作業が遷移し，

その結果，似たような遷移を防ぐために長いタブーリスト

長が必要になったのではないかと考えられる． 

 4．結論 

本実験から，先行研究において得られた𝑛/𝑚の値が増加

するほど最も良いタブーリスト長が減少する傾向をベンチ

マーク問題だけではなく，ランダムで作成した JSPにおい

ても確認できた．このことから、問題特徴によるタブーリ

スト長の調整は有効であるといえる．また，良いタブーリ

スト長のばらつきが大きかった小さい値の𝑛/𝑚において，

問題特徴としてさらに処理時間を導入し，処理時間の平均

と標準偏差による最小二乗法による回帰分析を行い，良い

タブーリスト長の近似式を獲得しその有効性を確かめた． 
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 la21 la22 la23 la24 la25 

oldTL 60 40 60 50 50 

bestTL 67 48 72 55 52 

improvement 

rate 
1.021 1.011 0.931 1.017 1.027 

Fig.1 best and average length of tabu list  
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