
遺伝的アルゴリズムとそのVLSi
応用に関する研究

レイアウ ト設計手法への

1  ま えがき

VLSIチ ップのレイアウト設計においては
一時に取 り扱 う問題のサイズを小さくして計

算時間を短縮することを目的として与えられ

た回路を複数の部分回路に分割することが一

般的である Fl.こ のような回路分割は与えら

れた論理回路のモジュールを節点でモジュー

ル間の接続ネットをハイパー枝で置き換える

ことによリハイパーグラフ分割問題として定

式化できる。ここでハイパーグラフを分割し

たときに分害Jされたハイパーグラフ間にまた

がるハイパー枝の総数をカット数という.

ハイパーグラフ分割問題は,分 割されたハ

イパーグラフの飾点サイズの総和がほぼ均等
という制約条件を満たすカット数最小のハイ
パーグラフの分割を求める問題である。この

問題は一般にNP困 難なことが知られており

レ1,今 までに多 くのヒューリステイックアルゴ

リズムが提案されている.代 表的な分割手法

としてKL法 陣1,FM法 111などがある。しか

し,ど ちらの手法も反復改良法であり,解 の

改良を行 う過程で目的関数の減少する飾点の

移動のみを行なうので局所最適解への収束の

回避が困難である,ま た,KL法 及び FM法

は最終的な解が初期解に大きく依存するとい

う性質を持つている。
一方,局 所最適解に陥 りにくい手法の 1つ

として遺伝的アルゴリズム障lがある。遺伝的

アルゴリズムは,生 物の進化の概念に基づい

た組み合わせ最適化手法であり,一 般に複数

の許容解を保持 し,そ れらに対 して交配,洵

汰,突 然変異,逆 位などの遺伝的操作を適用

することにより解を改良する。著者らは既に,

遺伝的アルゴリズムを用いたハイパーグラフ

分割手法を提案 している降l。また,こ の手法

を分散実行することにより解集合の構成を多

様化することで局所最適解に陥ることを回避

する手法を提案 しているぃ)倒.本 研究ではそ

れらの手法に対 して突然変異などを新たに遺
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伝的操作として採り入れた遺伝的ハイパーグ

ラフ分割手法を提案し, C言 語を用いて実現
し実験により本手法の有効性を確認したpl.

2 ハ イパーグラフ分害」問題

【定義 1】ハイパーグラフr=(ス 回)は節点
集合 y={υ l,υ2,・…,υ砲},ハイパー枝集合
回=(Cl,C2,・…,C砲)よ りなる。ここで各ハ

イパー枝 cc回 は yの 空でない部分集合で

ある。もし,全 ての ccど に対し,lcl=2
ならFrはグラフでもある。節点集合 yに そ
の重みを表す関数が定義されていたならハイ
パーグラフr=(比 回)は重み付きハイパー

グラフであると言う,各節点υの重みをりの

サイズと呼び,克zc(0)で表す。節点の重みは

全て正の値と仮定する。        □

【定義 2】重み付きハイパーグラフ r=

(比 回)に対し,関 数 P:7→ {1,2}が与
えられたとする。このときち =(υ lυ ∈
y,P(υ)=ぢ }(づ=1,2)で 表される 2個
の互いに素な節点部分集合をrの 2分 割と

定義する。そして,各ハイパー枝cc回 に対
し,ス パン関数 q(C)=(P(υ)lυ CC}を 定

義L{c l岡|=名CC→なるハイ
パー枝の集合を 2分 割カットセットという。

2分 割のカット数を 2分 割カットセットに属

しているハイパー枝の数で表す。ハイパーグ

ラフ Frの最小コスト2分 割は

院錫ω掲刻≦
砲a伊{轡膨のLβ×湧錫1011

を満たす最小コストの 2分 割カットである。
ここでβは分割のバランスを与える正の実数
である。

□
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ハイパーグラフ 2分 割問題とは,与 えられ

た重み付 きハイパーグラフガ =(比 ど),実
数 β(0.01≦β≦0.1)に対 し,最 小コスト2

分割カットを求める問題である。

3  遺 伝的ハイパーグラフ分割手

法

遺伝的アルゴリズムは生物の進化の概念を

組合せ最適化問題に応用した確率的アルゴリ

ズムとして知られている博1.著者らが提案し

たアルゴリズム G VヽHBは ,ハ イパーグラフ

分割問題に遺伝的アルゴリズムを応用したも

のであり降1,初期化,交 配,洵 汰,反 復とい

う4つ のステップにより構成されている。ア

ルゴリズムの各ステップは次のようになって

いる。

【初期化】p個 の異なる解をアルゴリズ

ムWHBを 用いて求める。

【交配】p個 の全ての非順序対に対して解の

絞騨密午
牡 甲 個の新りい解雑

【洵汰】(P一働)個 の良い解と残 りの解の中

からランダムに砲個の解を選ぶ.

【反復】以上の操作を1世代とし改良を繰り

返す。

まず最初に初期化ステップと交配ステッ

プで用いられる高速ハイパーグラフ分割手

法 WHBに ついて説明する.分 割の対象と

なるハイパーグラフ Fr=(ス 回)に対応す

る2部 グラフ表現 (ネ ットグラフと呼ぶ)C=

律仇∪ち,■)をアルゴリズムWHBの 入力と

する.最 初にネット節点の集合 %か ら任意

に 1つ の飾点を選びこれをSttDぅ とする.

次にSEEDろ から最も遠いネット飾点を最短

経路アルゴリズムを用いて求めてSゴED兄 と

する。SttEDぅ とSEED兄 から幅優先探索を

応用してネットグラフCの 2分割を形成する。

次に解の交配方法について説明する.2つ

の解をSl=(比 1)路2),S2=(路 1,路2)とす

る。文献 降1の遺伝的ハイパーグラフ分割手

法の交配ステップでは,解 Slと 52を 重ね

合わせて L/11=晩 1∩路1,比 2=晩 2∩路2,

L2=路 1∩路2,比 1=路 2∩路1,で 表され

る yの 4個 の節点集合を求める。次に,こ

の中で含まれる節点数が多い順に 2個 の節点

集合を選びそれぞれを 1個 の節点に縮約 して

scc冴1,Jcc冴2と する.次 に scc冴1,scc】2か

らアルゴリズム WHB用 いて新 しい解を形成

する.こ の交配プロセスから両方の解の性質

を受け継いだ解を求めることができる.

4 提 案手法

4.1 従 来手法の改良

ここでは,3節 で説明した遺伝的ハイパー

グラフ分割手法 GWHB降 1の分散アルゴリズ

ム化について考察する。まず最初に従来の遺

伝的ハイパーグラフ分割手法に関する問題点

を述べた後で従来の遺伝的ハイパーグラフ分

割手法に新たに導入する概念を述べる。

従来手法の特徴を調べた結果,解 の改良は

最初の 4世 代 くらいで急速に行なわれその後

は世代を繰 り返 しても解の改良はほとんど行

なわれないことが分かった。これは世代が進

むにつれて解の多様性が急激に失われている

ことも表 している。人口中の解が収束するた

めには多様性の減少は必要であるがあまりに

も急激に減少してしまうと解の改良が不十分

になる可能性がある.

従来手法においてはこの点を考慮 して,洵

汰ステップにおいて良い解のみを選択するの

ではなく胸 個のランダムに選んだ解を含ま

せることにより人口中の解に冗長性を持たせ

ている。しかし実験によると悪い解の数を変

化させてもあまり解の質は変化 しないため選

択を行なうときに悪い解を含めることによる

効果はほとんどないと言える.

また交配ステップにおいてカット数を減少

させる手続きを局所的に行なっているため高

速な処理が可能であるが,一 方,解 の探索能

力は低いと考えられる。したがって,グ ラフ

全体を考慮 した良い解を見落す可能性があり

計算時間が増加 してもグラフ全体を調べたほ

うが良い解を見つけられると予想される.そ

こでグラフ全体を考慮 した上で FM法 のよう

に節点をゲインにより移動することを考えた

ほうがよいと思われる.ま た,実 際のチップ

データにおいてはネットやセルが平均的に分

布 しているとは限らないため幅優先探索に基

づ く手法はバランスを保つためにカット数を

犠牲にする可能性があると考えられる。

そこでこれらの問題点を解決するために以

下に示すような手法を導入する。
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・突然変異.

●ゲインに基づ く節点の移動,

以下では,こ れらの詳細について説明する.

【突然変異の導入】
悪い解への早期収束を改善するためには各世

代の解の多様化を実現する必要がある。そこ

で,各 世代における解の多様化を促すために

突然変異を導入する。一般に遺伝的アルゴリ
ズムで用いられる突然変異は変異するビット
の割合が小さいが,こ こで用いる突然変果は

発生確率が高 くその適用により解の質に大き

な影響を与える。また,突 然変異操作を適用
する個体を各世代が保持 しているp個 の個体
全てとする。アルゴリズムでは以下のように

突然変果を適用する。

人回数クの解集合S={Sl,S2,… ・,島 }
に対 し(ここで 1つ の個体は 1つ の解を表し
ており各個体は長さrcηのビット列として表
現され左側にある節点は 1,右 側にある節点
は0と する。),突 然変異率〃降1が与えられ
た場合,全 ての個体に対して突然変異を起さ
せる。 1つ の個体に対する突然変果は,解 の
ビット長をJcηとしたときに′cれ×(M/100)
個のビットに対してビット反転を行なうこと

と定義する。また,(o<財 <50)と する.

【ゲインに基づく節点の移動】

元の手法においては交配ステップで 2つ の解
を重ね合わせることにより2つ の解に共通の

性質を受け継いだ解を生成できる。しかし,こ
の操作においては解の改良は局所的にしか行
なわれない。したがって,解 の共通部分に関
してはあまり改良が行なわれずに部分的な改

良にとどまる.し かし,ゲ インに基づいて節

点を移動すればグラフ全体を考慮した解の改

良が実現できる。また,バ ランスが崩れた場

合には移動可能な節点の中でゲインの大きな

ものから移動を行なうことによリバランス制

約を満たすために増加するカット数をできる

だけ少なくすることができる。

突然変異率を設定するために行なった予備

実験の結果から突然変異率が 0の ときと比
べて突然変異が存在するほうが平均カット数,
最小カット数のどちらに関しても良い結果が

得られることが分かった。しかし,各 世代に

応じて適した突然変異率を設定するのは困難
であると考えられるので提案分散アルゴリズ

図 1:アルゴリズムのフローチャート

ムにおいてはスレーブプロセスを複数用いて,
マスタから送られてきた解に大きな突然変異

率を適用するプロセスと,小 さな突然変異率
を適用するプロセスとを同時に実行すること

とした。

4.2 分 散処理の概要

以下では,本 稿で提案する分散遺伝的ハイ
パーグラフ分割手法アルゴリズムの概要を示

す。アルゴリズムの流れを図 1に示す。また,
アルゴリズムの各ステップは以下のようになっ

ている.

【マスタ ・プロセス】

step l:アルゴリズム WHBに より人口数

pの 初期解集合を生成する.

step 2:各スレーブに同じ解を送る。

step 3:全 てのスレーブから,新 しく生成

された解が送られて来るのを待つ。

step 4:ス レーブから送られてきた解より

良い解をp個 選択する。

step 5:step 2からstep 5の操作を世代

数繰 り返 し,最 良解を出力 し終了.

複数 のス レー ブ

全でのスレーブに
メッセージを送る

終了 コー ドか ?スレーブからの
メッセージを待つ

マスタからの
メッセージを待つ

通伝的操作による

新 しい解の生成

スレーブに
終了コードを送る

マスタに終了の
メッセージを送る
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2つ の解の
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図 2:改良した交配方法

【スレーブ ・プロセス】

step l:マスタから解が送られるのを待つ。

step 2:受け取った解に交配,突 然変異の操

作を加えて新しい解を生成する。

step 3:新 しく生成された解の中から,良
い解をp個 マスタヘ送りstep lへ.

4.3 解 の交配

提案手法の交配方法を図2に 示す。

スレーブにおいて新しい解を生成する手続き

は,次 の 3つ のステップから構成されている。

【重ね合わせ】 2つ の解を組合せて 4個

のブロック (節点集合)を形成し, 2つ
のブロックに縮約する 。このとき,縮 約

は 2つ の大きなブロックに残りのブロッ

ク内の節点をランダムに移動することに

より行なう。

【ゲインに基づく節点移動】 各節点につい

てゲインを計算し,ゲ インの大きなもの

から移動を行なう。このとき,移 動した

節点に隣接する節点のゲインの更新を同

時に行なう。

【突然変異】 各個体中の全節点数×突然変
異率1°/。1の節点をランダムに選び,他 方
のブロック内に移動を行なう。

5  実 験
以下では 4節 で述べた分散遺伝的ハイパー

グラフ分割手法に対 して行なった実験につい

て述べる。また,ス レーブの突然変異率の決

定を目的として行なった予備実験の結果につ

いても述べる.

5。1 言平価項 目

アルゴリズムの有効性を以下の項目につい

て比較し,評 価する。

(1)カ ット数

(2)分書J集合間のサイズ差 (バランス)

(3)計算時間

項目(2)を評価するために,評価値 baraηccを

用いる,

barattcc=辮

ここで,υあ,切兄 は 2つ のブロックに節点集

合を分割したときに,そ れぞれのプロック内

にある節点の重みの総和である。barattccの

値が小さいほど左右に均等に節点が分割され

たことになる。

5.2 実 験方法

分散遺伝的ハ イパーグラフ分割手法をオ

ムロンデータゼネラル社の LUNA2010上

で C言 語を用いて実現 しシミュレーション

実験を行なつた.テ ストデータは,表 1に 示

す M C N C ( M i c r O e l e c t r o n i c s  C e n t e r  o f  N o r t h

Carolina)ベンチマークデータを使用 した。

5.3 実 験結果 と考察

以下では本研究で分散遺伝的ハイパーグラ

フ分割手法について行なった実験について説

明する。まず,突 然変異の効果を調べるため

に突然変果を導入したときとそうでないとき

との比較を行なった。次に従来手法との比較

を行なった。また,本 手法のパラメータ値の

影響に関する実験を行なった.
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表 1:MCNCベ ンチマークデータ

データ ‖ セル数 十ネット数

priIIlarySCl 752 1159

primarySC2 2907 3671

ndustryl 2271 2479

ndustry2 12149 13419

ndustry3 15059 21966

5。3.1 突 然変異の効果

突然変異に関する実験を予備実験として行

なった。この予備実験は,人 口数 15,世 代

数 6と して突然変異率を変化させてそれぞ

れのパラメータの組合せについて 10回 試行
を行なった結果でありそれをグラフに表 した

ものが図3である。図3から規模の小さいデー

タ(primarySCl,primarySC2)に 関しては最

小カット数,平 均カット数に関しては変化が

見られないが,最 大カット数に関してはグラ

フにおいてかなり凹凸があり局所最適解から

脱出した解とそうでない解とが存在すること

を表 している.例 えヤゴ, primarySClに おい

ては突然変異率が 9°/0における最大カット数
と突然変異率が 12%に おける最大カット数
ではおよそ 10の 違いがある。また,prima一
rySC2に おいては突然変異率が 9%の ときと

突然変異率が 210/0のときでおよそ 40の 差が

ある。また,比 較的大きなデータ (industry2,
indutsry3)における最大カット数に関しては

データの規模を考慮するとそれほど変化がな
いが,最 小カット数に関しては突然変異の効果

がみられる。例えば, industry2における最刀ヽ
カット数では突然変異率が 0°/。のときと3%

のときを比較するとおよそ 100の 違いがあり,
industry3において突然変異率 0の ときと突

然変異率 6の ときも大きく異なる.こ こで突

然変異率以外のパラメータは全て同じ条件で

実験を行なっておりこれらの違いは全て突然

変果によるものと考えられる。
｀
よって,突 然

変異の導入の効果があることが示された。

5。3.2 パ ラメータ値の影響

提案手法のパラメータ値の影響を調べるた

めに人口数,世 代数などのパラメータとカッ

ト数の関係を調べた。人口数を 5か ら 15ま

で,世 代数を 2か ら 6ま で変化させた結果,
まず,世 代数を固定 して人口数を変化させた

突然空実事te41

図 3:予 備実験 (突然変異率とカット数)

ときの結果より,良 い解を得るためには,従

来手法と同様にある程度の人回数が必要なこ

とがわかった (図4).

次に,人 口数を固定 して世代数を変化させ

た場合, 4世 代 くらいで解が収束 している

(図 5)。また,最 大カット数が世代とともに減

少 しており,も し局所最適解に陥ってもその

状態から回復できることが分かった,

6  ま とめ

本研究ではVLSIレ イアウト設計における

基本的な問題の一つである回路分割問題に対
し,分 散遺伝的ハイパーグラフ分割手法を提

案した。また,提 案手法をヮークステーショ

ン上に実現 し,従 来の遺伝的ハイパーグラフ

分割手法 GWHBと 比較 した結果,提 案手法
の有効性が確認できた。今後の課題としては

人口数や突然変異率を妥当な値に設定するた

めの手法の検討,交 配における解の組合せの

工夫による計算時間の短縮などが挙げられる。

突然空采率【%〕

- 1 1 -
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図 4:人 回数を変化させたときのカット数の

平均値,最 大値,最 小値の関係 (世代数 6)
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