
5.4ランダムサーチ(無作為探索）１１０１

なので、この間数は他の11t適化|川迦にも利川111能だ『この関数は簸作あに1.000の推測を行い、それ

ぞれを引数にcostfをコールしてコストを糾べ、雌良の推測（コストが妓小になるもの）を保存してお

いて、殿後にこれを返す。では以下をoPtimization･Pyに追加しよう・

defrandomoptimize(dcmain,costf)：
best=999999999

bestrsNone

foriinrange(1000)：
＃無作為解の生成

ｒ=[random・randint(domain[i][01,domain[i){1]）

ｆｏｒｉｉｎｒａｎ８ｅ(len(dOInain))］

＃コストの取得

cost=co5tf(r）

＃最良解と比較

ｉｆＥｏ５ｔ<best：

best=co5t

bestr=r

returnr

もちろん１，０００という数は、推測の総数から兇ればごくごく一部でしかない。しかしながら、この例

では(雌良ではないにせよ)良好な解というものが多敗存住するため、1,000回も試行すれば、さほどひ

どくもない解に出くわすかもしれない．Pythonセッションで拭してみよう。

>>＞reload(optimization）

>>＞ｄｏmain=【(o’8)】傘(len(optimization・people)*Z）
>>＞ｓ=optijnization･mndomcptimize(domain,opti跡ization・scheduleEo5t）
”＞optimization･schedulecost（５）
３３２８

>>＞optimization･Printschedule(５）
SeymourBoStonユZ:ﾖ4-15:０２＄１０９１２:08-叫:０５＄ﾕ４２

FrannyDallasl2:ﾕ9-15:Z５＄ﾖ４２９:49-13:５１＄229

ZooeyAkron9:15-12:１４＄247ユ5:50-18:４５＄z43

NaltNiami15:34-18:１１＄３２６１４:08-16:０９＄２３２

Buddy〔hiCagol4:22-16:３２＄１２６１５:04-17:２３＄189

Ｌｅ５omahal5:03-16:４２瓢356319‐８:１３＄2ﾖ９

ランダムな要素があるので、あなたの結果はこれとは異なっているはずだ。ここに'』§した結果は特に

すごいものではなく、たとえばZoocyはWaltが糊くまで６時Ⅲlも緋たされるわけだが、もっとひどい

嶋介もある。１Ｍ1敗を何喚も実行してコストに大きな変化があるか、ループサイズを10.000にすればこ

の方法で優れた解が1!｝られるかといったことを拭してみよう。
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5.5ヒルクライム

解を雌作為に試していくﾉﾉ法は、発｣,,L済みの侭れた解のアドバンテージを洲|Iしないという点で非

効率的だ｡上の例で言えば、総コストの低いスケジュールは他の低コスト解と似たものになるはずだ。

ランダム雌適化はジャンプばかりしているため、優れたスケジュールに類似したものを白動的に探すと

いうことをしない

ランダムサーチに代わあＦ法の・つにヒルクライム(傾斜登り）というものがある。ヒルクライムは

処作為解から出発し、近傍解の''１からより優ｵLたもの（コスI､側数が小さくなるもの）を探す。これは

凶5-lのように丘を下っていくことになぞらえられる。

似1111の地形のランダムなjﾙ所に投げ込まれた人を、あなただと思ってほしいあなたは水を兄つけ

るために、もっとも低い｣ﾙ所にたど|)猫きたいものとするこの雁段として、A11lllIを｣,凸渡し、どのﾉﾉｩ

でもよいからもっとも急なドリになってるｌｉｌｌきにドI)ていくというＦがある。もっとも急な勾i1idを|､I）

続け、、|訓1または登り始めの地形に達したらそこで止まればよいのだ。

このヒルクライムの祇法は、Glass家の人々 の姫良の旅行スケジュール探索に適用可能だ．ランダム

なスケジュールから出発し、近俳のスケジュールをすべて探索するのだこのj鮒合これは、ある人の

スケジュールを|Ｗ後に少しだけずらしてみ為という葱味になあ。そしてすべての近傍解についてコスト

を前節し、コストが蚊小になるものを新しい解とする。このプロセスを、どの近傍スケジュールを),Lて

もコストが改善されないというところまで続ければよい眉

これをﾘ§漉すべく、optiI11ization・pyにllillclimb関数を迫ljllする

図５．１傾斜上で最小コストを求める

dGfhillclimb(doII1ain,EoStf)：

＃無作為解の生成

ｓｏl=[random・工andin上(domain[i][o],domain[i][１]）
ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(domain))１

llIvlainloop
wI1ilG1：

＃近傍解リストの生成

neighbors=、

葱コスト



forjinrange(len(domain))：
＃各方向に１ずつずらす

ｉｆｓｏｌ[j]>domainIjⅡo]：
neighbors・append(solIo:j]+IsolIj]－１]+sol[j+１:]）

ｉｆ５ｏｌ[j]<domain[j][ﾕ]：

neighbors・append(5Cl[O:j]+IsolIj]+１]+solIj･1:]）

＃近傍解中のベストを探す

current=costf(sol）
be5t=Eurrent

forjinrange(len(neighbors))：
cost=Eostf(neighbors【j]）
ｉｆcost<be5t：

best=Cost

sol=neighborsIjl

＃改善が見られなければそれが最高

ifbeSt＝Current：

break

returnSol

5.5ヒルクライム１１０３

この側敗ではまず、ｄｏmainの範岡内のランダムな整数でリストを生成し、解の初期値とする。続い

てこれに近傍する解をすべて探すために、解の災素にループをかけ、各数字のそれぞれについて+1し

た解とー１した解を生成していく。こうしてできた近怖解典介の111で雌良のものが新しい解となる。

間数をPythonセッションで伏して、ランダムサーチと比べてみよう。

>>＞ｓ=opti』nization・hillClimb(domin,optimization・scheduleEost）
>>＞optimization･schedulecost(5)
3063

>>＞optiInization･printschedule(s）

SeymourBO5型:ﾖ4-ﾕ5:０２＄10910:3ﾖー 12:０３＄７４

FrannyDALユ08ﾖO-14:５７＄29010:51-14:１６＄256

ＺｏｏｅｙＣＡＫ１ｏ:5ﾖー ﾕﾖ:３６＄189ユo:32-ﾕﾖ:１６＄１３９
ＮａｌｔＭＩＡ１１:28-14:４０＄248ユ2:ﾖ7-ﾕ5:０５＄170

ＢｕｄｄｙＯＲＤ１２:44-14:１７＄1ﾖ４１o:33-13:１１＄132

ＬｅｓＯＮＡ１ﾕ:08-13807＄17518:25-20:３４＄205

この関数はランダムサーチより実行が速く、たいていは、より優れた解を見つけてくれる。とはいえ

ヒルクライムには大きな難がある。lxl5-2を見てほしい。

図からlﾘlらかなように、坂をただﾄﾞりるだけで全体的な雌良解に達するとは限らない。雌終解は局

所最小(IocaIminimum)、つまり周1用の解よりは優れているが全体的なiIt良ではないものになり脚ると

いうことだ。全体的な雌良は大域最小(globaIminimum）といい、究極的には雌適化アルゴリズムが兇

つけることを期待きれているのはこれだ。このジレンマに対する一つのアプローチは無作為再出発ヒル
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ロ

図５－２局所簸小へのスタソク

コスト
ョＬ

クライムと呼ばれるもり〕で、とれかが大城雌小(ﾉ)近傍に落ち為ことを川仲して雄作為な州発点で'１１度

もヒルクライムアルゴリズムを実行する続く２つのセクションでは他の二つのＦ法、「棋擬アニーリン

グと「遺伝アルゴリズムを紹介する

5.6模擬アニーリング

模擬アニーリング(simuIatedanneaIing)は物理学に触発されたA蝿化手法だ．アニーリング(焼き

なまし）とは、加熱した合金をゆつくＩｊ冷｣1Ｉするプロセスのことでああ》1伽は大きく１Wき'ⅢIっていた

Ij;(ｆがゆっくりと低いエネルギー状態に藩ち杵いてゆくために、全体のlIidﾘのエネルギー状態が低く

な為というものだ

アルゴリズム版のアニーリングは、問題に対する無作為解からスタートする。このアルゴリズムでは

il1,股を表す変数を使うか、これは､ｌ１初は非淵.に,Wiく、次輔に低く（小さく）なる，各膜復でIJLjWのI|'の

数‘i‘2をランダムに遡ぴ、いずれかのﾉﾉ向にずらすたとえばこのﾙﾘでは、Scvmou1･のﾉ'雌便を２耐Ｉ

から３僻'1のフライトに変災すX》、などとする変虹のＩｉ１後でコスl､をＡｌ･ｳ>:し、【出所を比蚊すみ

’1t要なのはここ：もし新しいコストの方が小さければ、新しい解が現在解となるこれはヒルクラ

イム法と同じだしかしコストが大きくなるときも、一定の確率で断しい解が現在解となるこれが図

5-2に示したようなＭ１ﾘ雌小のIiI1避を息lxlしたM;分であみ，

良い鮒に到述すゐにI‘L忠い解のﾉﾉ向に進むことが必喫なことがlMI1にあぁ。悦擬アニーリングがうま

くいくのは、良いﾉj向へのjWきを術に'受け入れつつも、初期には魁い解をも‘愛け入れるからだプロセ

スが進むにつれて、悪い解を受け入れる確率は次第に下がり、碓後には良い解しか受け入れなくなる

のだ商コストの解が‘受け入れられる確率は次の式で与えられる

ﾉ)＝ｅ八(－(”コスノ､－〃fゴズノ､）／服僅ノ
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狐血(鵬い解を受け入れる亜‘脚は当初非州に尚<、指散部がほとんど‘iNrに０付近となるため、確

率はほとんど常に１近くになる。温度が下がるにつれて、尚コストと低コストの熊は非常に敢饗にな

る一一熊が大きくなれば確'縦が大きく下がるため、アルゴリズムはわずかに魁い解しか採用しなくなる

のだ。

ではこのアルゴリズムを拠装したIMI数annealingOPtimiZeをoptiIT1izatiOn･Pyに入れようｃ

defannealingoptimize(domain,costf,T=10000.0,cool=0.95,Step=１)：
＃ランダムな値で解を初期化

ｖｅＣ=[float(random･randint(domainIi][o],domainIil[1})）

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(domain))］

whileＴ>０．１：

＃インデックスを一つ避ぶ

ｉ=random.】randint(o,len(domain)-1）

＃インデックスの値に加える変更の方向を選ぶ

dir=random・randint(-step,step）

＃値を変更したリスト（解）を生成

veEb雪vec[:］

veEb[i]+=dir

ifvecb[i]<domain[i][O)：ｖｅ〔b[i]=domain[iⅡo］
elifveEb{i]>domain[i][ﾕ]：vecb[i]=domain[iⅡ1］

＃現在解と生成解のコストを算出

ea=にo5tf(ve[）

eb=co5tf(vecb）

P=ＰＯＷ(math.e,-abs<eb-ea)/T）

＃生成解がベター？または確率的に採用？

iｆ（eb<eaorrandom・random()<p)：
vec=vecb

＃温度を下げる

T=T*cool

returnVeC

lMl数はアニーリングを災行するため、まず無作為解を唯成する。これは各仙がdomain引数で指定さ

れた範囲にある正しい長さのリストだ。温度ＴとCOOｌ(冷却率)はオプション引数になっている。各反

復では解のインデックスをランダムに選んでｉとし、dirには-stepからstepの範囲のランダムな雛数

がセットされる。そしてｉをdir分だけ変更したときのコストをAI､算し、現在解のコストと比鮫する：

コード中、太字で示した行は確率の計算部だ。この確率はＴがドがるにつれ小さくなる。０から１の

範州を取る浮動小数点乱数がこの値より小さいとき、および解が現在解より優れているとき、関数は雌
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成解を係川する温庇にはff反復の雌後で冷却率coolを雄じ、これによって柵喚がほぼ()になるまで

ループは継ぐ

では桃擬アニーリングによるjlt迩化をPyIhoI'セッゥョンでｌ式してみよう。

>>＞reload(oPtimization）

>>＞Ｓ二oPtimization､annealingoptimiZe(domain,optinlization・ｓＥｈｃ,ｲM1ecost）
>>＞optimization・schedulecost(s）
2739

>>＞ｏＩ〕timization・prilltschedule(s）
Seymour８０ston12:34-巧:０２＄10910:33-ﾕ2:O3S74

FrannyDallasユo:30-ﾕ４８５７＄２９０１０:51-ﾕ4:ﾕ６５２５６
ZooeyAkronユO:53-13:３６s１８９１０:32-13:ﾕ６＄ﾕｮ９
１‘IaltNian1iユユ:28-14:４０＄24812:37-15:０５＄170

BuddyChica8ol2:44-ﾕ4:１７＄13410:33-13:ﾕﾕ＄１３Ｚ
ＬｅｓＯｍａｈａ１１:08-ﾕｦ:Ｏ７ｓ１７５ユ5:07-ﾕ7:2ユ＄129

この雌適化手法は、旅費を下げつつ総待ち時iIljを減らすということをうまくやっているあなたの紡

果がこれと典なるであろうことはIﾘlらかだし、もっと怨いものが出ることもあるどのような|川胆に対

しても、初l川,,股や冷ﾑ{l率のパラメータを礎えて実験していくのは良い吟･えだ蛎作為な11ﾘﾉきのIlIlliを

変えてみあのもよい『

5画７遺伝アルゴリズム

もう一つ紹介するjlt適化Ｆ法も、然から触発を受けたもので、遺伝アルゴリズムという。こちらの

手法ではまず、個体群(population)と呼ばれる無作為解の災Iﾘ}を生成するー 蚊適化のステップごとに

個体群の全メンバーに対してコスト間数が,,I･算され、解のリスト内で噸位を付けるｃ表5-1に例を示

す

表５．１解とコストの順位付けリスト

解

１７，５，２３，１，６，１，６，７，１．０，３］

１７，２．２‘２，３’３‘２．３．５，２．０‘８１

[０，４‘０，３．８，８，４．４，８，５．６‘１］

[５，８，０．２，８，８，８，２１．６，６‘８１

コスト

4394

４６６１

7８４５

８０８Ｅ

州に'11((位がついたら、,WiしいIAl休俳次の世代(generation)というを'k成す為。まず１１ｔ良の

解をいくつかそのまま新しい個体群に入れるこれをエリート主義(eIitism）という残りは蚊良の解

を改変して作られたまったく新しい解で榊成する。
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こうした解の改変には、方法が2棚顛ある。シンプルな方は突然変異(mutation)と呼ばれるもので、

これは既存の解に小きく単純な蛮虹をランダムに加えることで行う｡この例の場合、解の数字を一つ

選んで期減させることで、突然変異を行うことができる。似15-3に二つの例を挙げる。

③7,1,Ｃ ⑨7,1,Ｃ

図5.3解の突然変異の例

もう１仙蹴の改変方法は、交叉(組み換え)または交配と呼ばれる。こちらの手法では、解を優れた方

から~:つ収I)、なんらかの方法で細み合わせる。今の場合なら、一つの解の要索を乱数佃取I)、残り

をもう一つの解から取るようにすることで、交叉が簡単に笈行できる。これを図5-4にぶす。

雌良の解のランダムな突然変異や交叉により、新しい個体群(通術前の世代と同じ大きさにする)が

ﾉ|；成された。あとはこのプロセスの練り返しだ－個体群に川(位付けを行い、さらに次11t代の個体群

を/k成するのだ。これを決まったIⅡI数、あるいは・定の11t代数を爪ねても改稗が見られなくなるまで

繰り返す．

それでは以下のgeneticoptimizeIMl数をoptimization.pyに追加しよう。

defgeneticoptimize(domain,co5tf,pop5ize=50,step=１，
mutProboO､2,elite署0.2,maxiter=１００)：

＃突然変異の操作

defInutate(vec)：

ｉ=random・randint(o,len(domain)-ﾕ）

ｉｆrandom､random()<０．５ａｎｄｖｅｃ[i]>domain[ｉ１Ｉ０]：
returnveCIO:i]･{veE[i]､Stepl+veC[i+１:］

elifvecIi】<domain[ｉ１Ｉ１]：

】returｎｖｅｃ【O:i]+【vec(i】+stepl+veE[i+ﾕ:Ｉ

＃交叉の操作

defEroSSOver(rl,r2)：

図5-4交叉の例
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i=random,randint(1,len(dOmain)-Z）

returnr1IO:i'十r2Ii:］

＃初期個体群の偶築

poP=ｎ

ｆｏｒｉｉｎｒａｎ８ｅ(popsize)：
vec=[random・mndint(domain【i]ＩＣ],domain[i)【1]）

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(doImin))］
Pop,append(vec）

＃各世代の勝者数は？

toPelite雲int(elite*Popsize）

＃Hainloop

foriinrange(maxiter)：
scoms=((costf(v),v）ｆｏｒｖｉｎｐｏｐ］
scores・sort(）

ranked=Ｉｖｆｏｒ（５，Ｖ）ｉｎｓＥｏｒｅＳ］

＃まず純粋な勝者

Pop雪ranked〔O:topelitel

＃勝者に突然変異や交配を行ったものを追加

whilelen(Pop)<Popsize：
ifrandOm・random()<mutpmb：

＃突然変異

ｃ雲random,randint(0,topelite）

Pop､append(mutate(rankedlc])）
else：

＃交叉

Cl雪random・randint(0,toPelite）
c2ﾖrandom・randint(o,topeﾕite）

pop・append(にro5sover(ranked[仁ﾕ],ranked【c2])）

＃現在のベストスコアを出力

printscores[o][o）

retum5cores[OⅡﾕ］

この関数はオプション引数をいくつか取る。

PoPsize

仙休群の大きさ

mutPrOb

次世代群のメンバー中、突然変異で作る者の荊合(残りは交叉）



elite

lM体鮮中で良い解と兇なされ次111:代に迎過できる･淵･の削介

Inaxiter

iIl･弾をおこなう世代散

5.7遺伝アルゴリズム’１０９

ではPythonセッションで、遺低アルゴリズムによる旅行Iihl1Iiの雌適化を火行してみよう。

>>＞ｓ=oPtimization･geneticoPtinlize(domainloptimization.sにheduleEo5t）
４０３０

ﾖﾖ9０

2666

2666

2666

>>＞optiInizatiDn･printschedule(5)

SeymourBOS13:40-15837＄ﾕﾖ８ユO:33-12:０３＄７４

FrannyDAL10:30-14:５７＄２９０９:49-13:５１＄z29

ZooeyＣＡＫ１３:40-15:３８＄ﾕﾖ７８:19-11:１６＄122
ＨａｌｔＮＩＡ１１:28-14:４０＄２４８８:23-11807＄143

ＢｕｄｄｙＯＲＤ１４:22-ﾕ6:３２＄1267850-10:o８＄１６４
Ｌｅｓ０MＡ１５:03-16:４２＄１３５８:04-10:５９＄ﾕﾖ６

１１噸では遺伝アルゴリズムの拡吸で遺伝的プログラミングというものを扱う。今のようなアイディア

を仙い、プログラムをまったく新しく２k成するというものだ。

灘の

囚
遺伝アルゴリズムの父と広く考えられているのは、コンピュータ科学者JohnHolandで、

これは1975年の著碍･AdaptationinNaIuralandArtificiaISyslems｡（Universityoi
MichiganPress)の存在による（ただし同阿では1950年代にコンピュータで進化をモデ

リングしようとした生物学者たちに目及している)。以来、過伝アルゴリズムのような最

適化手法は、きわめて広い範囲の問題に適用されてきた。

･最高の音響が得られるコンサートホール形状の探索

･超音速機に服過化した翼の設計

･薬としての可能性がある研究すべき化学物貿の最良のライブラリを示唆する

．音声認腫チップの自動設計

これらの問題の可能な解は、数字のリストに仕立てることができる。このため遺伝アルゴ

リズムや模擬アニーリングが簡単に適用できるのだ。

特定の雌適化手法がうまくいくかどうかは､問題に依存する『,模擬アニーリング､遺低アルゴリズム、

およびその他ほとんどの最適化祁法は、ほとんどの問題において娘適解は他の良解の近傍に存在する、
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という１１災に依ｲjiしている。雌適化がうまくいかないであろう場合として脳15-5を見てほしい。

コストが一耕小さくなっているのは図のｲj側の非常な急勾配の中の解だ。これに近傍する解はどれ

もコストが高いので、おそらく考慮外になるだろうし、あなたが大域雌小に到達する道を見つけること

はないだろう。ほとんどのアルゴリズムは、左方の局所最小のどれかに落ち粁くはずだ。

図５．５最適化に向かない間皿

フライトスケジュールの例がうまくいくのは、ある人をその日の２瀞、のフライトから３iH1のフライ

トに動かした場合の総コストの変化は、８榊卜lのフライトに動かしたMII合よりおそらく小さい、という

ことによる。フライトがランダムに雌んでいれば、岐適化手法がランダムサーチよりうまくいくという

ことはないだろう－拠際この場合、ランダムサーチよ')常にうまくいく雌辿化手法は存征しない。

5.8実際のフライトを検索する

さて、これまではすべてサンプルデータを仙ってきたが、今哩は現実のフライトデータを仙って、

蚊適化手法が使い物になるか兇てみよう。データはフライト検然を行うためのＡＰＩを提供している

KIhyakからダウンロードできる。現実のフライトデータでは、これまで処理してきたサンプルデータと

違って、ほとんどの大部市について１日９便どころじゃない多くのフライトが存在する。

5.8.1KayakAPl

lXl5-6に掲戦したKnynkは、旅行用の垂直(分野特化型)検索エンジンとして人気がある。数ある

旅行サイトの''１でもKZlyakがこの例に適しているのは、Pythonプログラムから実際の旅秘を検索でき

る優れた、皿APIを持っているからだｅこのAPIを利用するにはサインアップしてデイベロッパキー

を入手する必要がある。http:"www､kaynk・com/lnbsﾉapi/searchに行こう。

ディベロッバキーは、Ｋｌｌｙｌｌｋでフライト検索を行う際に仙川する典散文'１'2の」とい文字ﾘだ(ホテル検

索にも仙えるが、ここでは取り上げない)。執縦時点で、KayakにはdcLicio､usにあるような'〕ython

lWMAPIは存在しないが、そのＸＭＬインターフェイスには非常に良い解脱がついている。この東では



塾Z且＄121ＢＯＳ〉LGA
趣迅一ＬＧＡ＞ＢＯＳ
卸２ＳＳ２１７

ｕｎｌｔｅｄｓ１２１

5.8実際のフライトを検索する’１１１

7711ａＯ１'1ｈｌｌｍ〉

8:O２ａＯ（1ｈＯ２ｍ）

5.8.2minidomパッケージ

minidomは標淋のPythonデイストリビューションに含まれるパッケージで、ＸＭＬドキュメントを

オブジェクトのツリーとして扱う標準的な方法である、DocumentObjectModel(DOM)インターフェ

イスの軽胤な実装だ。このパッケージはＸＭＬを含んだオープン済みファイルまたは文字列を受け取り、

愉報が簡単に抽出できるオブジェクトを返す。PythOnセッションに次のように入力してみよう。

Pythonのパッケージで標準デイストリピューシヨンにあるurllib2およびxml・domminidomを使った

検索の方法を紹介する。

>>＞importxmlodom･minidom

>>＞ｄｏ､=xml･dom･minidom･par5e5tring<‘<data><reE>Hello!</reE></data》.）
>>＞ｄ叩

くxml･do､.minidOm,00CumentinStanceatOxOO980q8>

>>＞ｒ=do､､getE1ementSByTagName(,rec.）
＞＞＞ｒ
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まずは新規ファイルkayak・Pyを作り、以ドの文を入れる。

Ｓｉｄタグの内容を抽出するにはＸＭＬをパースする必要がある。kayak・pyに以下の関数を加えよう。

<sid>ﾕーhX411IwS$8bO6aO7kHj</5id＞

defgetkayakSe55ion()：
＃セッションを開始するためのURLを桐築

url=0http://www,kayak,Eom/k/ident/apise5sion?token=%5&version=1,％kayakkey

>>＞ｒ[０１.fir5tChild､data
u,Hello1，

多くのウェブサイトがＸＭＬインターフェイスによる愉報アクセス手段を提供している現在、Python
XMLパッケージの使い方を学んでおけば、典合知プログラミングに非常に有用だ。以ドにＤＯＭオブ

ジェクトのメソッドのうち、KIlyakAljIを仙うｌ:でin要なものを示す．

getEl印entsByTa8Name(name）

ドキュメント令体を検索し、タグ名がnameにマッチするエレメントをすべてＤＯＭノードのリスト

にして返す。

first[hild

オブジェクトの仙初の･･ｆノードを返す。上の例で訂えば、ｒのｌＩｔ初の･･ｆノードは「Hello｣というテ

キストデータを炎現するノードである。

data

オブジェクトに結びついたデータを返す。多くの場合、これはそのノードが含むテキストの

Unicode文字列だ。

kayakkey='あなたのキー，

time

urllih2

xm１．．０m･minidom

武
辻
杜

０
Ｏ
Ｏ

ｐ
ｐ
ｐ

ｍ
、
、

．
１
．
１
．
１

妓初にやるべきことは、ディベロッバキーを使って新規のKayakセッションを取僻することだ。こ

の関数ではapiSeSSiOnにリクエストを送るが、このときtOkenパラメータにディベロッバキーをセット

しておく。このＵＲＬが返すＸＭＬにはsidというタグがあり、この''１にセッションＩＤがある。
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＃結果のXHLを解釈

doに=xInl･dom・minidCm・parSeString(urllib2・urloPen(url)･read()）

＃<sid>xxxxxxxx</5id＞を見つける

Sid=doc・getE1ement5ByTagName('Sid')[O]・firstChild・data
returnsid

次はフライト検索を開始する関数を作る。検索を行うためのＵＲＬは、フライト検索で仙われるパラ

メータをすべて含むために､非常に長い。検索ｋ爪婆なパラメータはsid(getkayakses5ionが返すセッ

ションＩＤ)、destination(行先)、depart-date(出発日)だ。

納果のＸＭＬにはsearchidというタグが含まれているので、getkayaksessionと同級の方法で抽出

する。検索には時川がかかる珊合があるため、このコール121体は結果を返さない－検鍬をINI始しつ

つ、結果のボーリングを行うためのＩＤを返すだけだ。

次の間数をkayak・Pyに追加するｃ

defflightSearch(Sid,Origin,deStination,depart-date)：

＃検索URLの柵築

url=Ｉhttp://www,kayak･com/s/apisearch?basiに､ode=true&oneway=y&Origin=%５，％ｏ】rigin
url+=,&destination=%s&depart-date二%s,％（deStination,depart-date）
url+=,＆retumdate=none&depart-time=a&retumtime=a,

url+=,&traveler5=1&cabin=e&action=doFlights&aPimodes1，

url+=‘＆Ｓｉｄ言%5&ver5ion｡１．％（sid）

＃XMLを得る

doc=xml,dom・minidom・parSe5tring(urllib2・urlopen(uｴl).read()）

＃検索IDの抽出

Searchid=doc・getE1ementsByTa8Narne(‘searchid'){o]・first〔hild・data

return5earChid

雌後に、結果を餓後までリクエストし続ける関数が必要だ。Knyakは結果用にflightという別

ＵＲＬを用愈している。ここから返されるＸＭ１,にはmorependingというタグがあり、検索が終丁するま

ではここに"true"が入っている。関数はmo]rependingがtrueでなくなるまでこのページにアクセスし

続けなければ完全な結果が得られないのだ。

以下をkayak・pyに追加しよう。

defflight5earchreSultS(Sid,Searchid)：

＃先頭の＄妃号とカンマを除き、数字をfloatに変換

defparseprice(P)：
returnfloat(pI1:１.replace(，,',‘')）
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＃ボーリングのループ

whilel：

time・Sleep(2)

＃ボーリング用URLの椴築

url=,http:〃b1ww･kayak･com/s/basic/flight?O
url+・‘searchid=%s&c=5&apimode=1＆ｓｉｄ雪%5&ver5ion=1.％（searchid,sid）
doC画xml・do､､minidom・parseString(urllib2､urlopen(u】rl).read()）

＃morePendin8タグを探す。これがtrueでなくなるまで待つ。

morepending=doc･getElementsByTagName(‘morepending,)[O]・first[hild
ifmorepending==Noneormorepending･data==‘false1：break

＃では完全なリストをダウンロードしよう

url雪0http:〃ｗｗ･kayak･Com/Sﾉbasic/flight?‘
url+=‘searchid=%s&に=999&apiImode=1＆ｓｉｄ＝%5&versionニユ‘％（SearChid,sid）

doc=xml､dom・minidom・par5e5tring(urllib2・urlopen(url).read()）

＃多樵なエレメントをそれぞれリストとして取得

priEe5=do〔・getElement5ByTa8Name(,price‘）
departuresedoc・getElemGntsByTagName(‘dePart.）

arrivalSごdoに.getElementsByTagName(‘arrive，）

＃すべてｚｉＰでまとめる

returnzip([p,fir5tChild･data・split(’,)[１］forpindepartures]，

[p・first〔hild､data,SPlit(，，)[１］forPinarrivals]，
IparSEprice(p､firstChild・data）ｆｏｒｐｉｎｐｒｉｃｅｓ]）

この関数が雌終的に得るのはPriCe，depart，arriveタグのみであることに注意。これらの数は等

しい－フライトごとに一つずつ－ので、zipIMj散で夕プルにまとめた上で大きなリストにすること

ができる。発粁h1i報はスペース区切りになった11付と時刻の文字ﾘで与えられるので、これを分割し

て時刻のみを1りる。運撤はparsepriceに渡すことで、０，tに変換する。

すべてうまく動くか確認するには、Pythonセッションでフライトを検索してみるとよい（日付は未来

にすること)。

>>＞imPortkayak

>>＞sidskayak・getkayak5eSSionO
>>＞SearEhid=kayak・flightsearch(sid,｡BOS‘,．LCA‘,‘ﾕﾕﾉﾕ7/ZOO６，）

>>＞ｆ雲kayak・flightSearChre5ults(sid,searchid）
>>＞ｆ【083］

[(u'０７:CO‘，u1o8:25,,60.3)，
（u'08:ﾖO‘，ｕ‘o9:49‘，６０．３)，

（u'06:35‘，ｕ‘07:54‘，65.0)１

Ｉ
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フライトは使いやすいように迎随順に、巡枕がIIilじであれば時刻噸に返される。これなら雌適化はう

まくいく。なぜならこれまでの例とIii１じょうに、類似の解同Ｉ:が近傍に存A;するということになるから

だ。他のコードとの統合に必要なのは、ファイルからロードしていたときと同じ体欺でGlass家の人々

のスケジュールをすべて生成することだけだ。つまり人のリストにループを掛けて、それぞれの行きと

柵りの便を検索すればよい。それではこのcreate5chedulelMl数をkayak・pyに辿加しよう。

defcreate5chedule(people,de5t,dep,ret)：
＃検索用セッションIDの取得

sid雲getkayaksession(）
ｆlights={｝

ｆｏｒｐｉｎｐｅｏｐｌｅ：

name,Origin雪ｐ
＃出立便(行き）

Searchid=flightSearch(Sid,Origin,｡est,dep）

ｆlights[(Origin,｡est)]=flightsearchre5ult5(sid,searchid）

＃帰宅便(帰り）

5earChid雲flightSearCh(Sid,deSt,Origin,xet）
flightSI(de5t,Origin)]=flight5earchre5ults(5id,SearChid）

retumflight5

これで尖際のデータを使ってこの家族のフライトの仙適化を試せるようになった。KayIlkの検轍

は結柵時間がかかることがあるので、まずは妓初の：人分だけ検索するようにしておこう。以下を

Pythonセッションに人力する･

>>＞reload(kayak）

>>＞ｆ=kayak・create5Ehedule(optimization･peopleIo:z】,'LGA，，
…,ﾕﾕﾉﾕ7/ZOO6',,ﾕｭﾉﾕ9ﾉ2006,）

>>＞oPtimization･flights=ｆ
>>＞ｄｏmain=[(0,30)】車1e､(f）

>>＞oPtimization･genetiEoptimize(domain,optimization､5cheduleco5t）
770.0

703.0

白p●

>>＞optijnization･printsEhedule（５）

Seymour

BOS16:00-17:２０＄85.019:00-20:２８＄65.O

FrannyDALO88OO-17:２５＄205.018:55-00:１５＄133.0

おめでとう！ついに実際のライブなフライトデータで雌辿化を実行したのだ。検索空間がJ1;術に大

きくなるため、雌大の速度と学利率で実験すべし。
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これの拡扱法はいろいろある。迎枇および欠候が温暇なことを条件に行先族補地を迦ぶよう犬虻の

検索サービスと組み合わせてもよいし、迎貨と宿泊慨が手頃になる行先を見つけるべくホテル検鍛と

組み合わせてもよいだろう．インターネットには雌適化の部品に使えるような旅行地データを提供する

サイトが何千もある。

KayakAPlには１日あたりの検索数の上限があるが、あらゆるフライトの（ホテルも）チケット峨入

リンクをif〔擬返してくれるので、どんなアプリケーションにも組み込みやすいものとなっている。

5.9噌好への最適化

ここまでは、雌適化により解決可能な・つのIMI題を例に取って見てきたが、この手法はまったく無関

係に見える多くの間脳にも辿〃1MJ能だ．雌適化でⅢl岨を解くのに必典な条件を思い出そう。まずはそ

の問題に対してコスト関数が定炎されていること、そして類似の解が類似の結果をもたらす側向にな

ること、である。こうした性質を持つ問題がすべて雌適化で解答可能というわけではないが、雌適化

により思いもよらぬ興味深い結果がもたらされるチャンスは少なくない。

この節では、やはりIﾘjらかに雌適化liIIきの、もう一つのIHI題について巷えていく。この'川胆を・股化

して述べると、哨好をそれぞれ炎Iﾘlしている人々に限られた資源を分配し、みんなを叩能な限りハッ

ピーにする（あるいは可能な限りイライラさせない)、となる。

5.9.1学寮の最適化

ここで例に取るのは、その節ｌ希剥と鮒２希望にjJLづいて学生を粥に1111り当てるという間迦だ。これ

は非常に異体的な例だが、容助に・股化できる間迦でもある－まったくl‘りじコードが、オンライン

カードケームのプレイヤーをテーブルに割り当てたI〕、大規模なプロジェクトでバグを開発軒に割I)当

てたり、あるいは家事の割り当てにだって使えるのだ《，もう一度言うが、そのI1的は各人からWiWIを集

めて組み合わせ、雌適な結果をもたらすことである。

ここでは５つのMfのそれぞれに~を人分のスペースがあり、１０人の学生がこれを争う、什学生には鋪１

希望と第２希望があるものとする。では新規ファイルdorm･pyを開いて漁のリストと人のリスト（第１希

望と第２希望付き）を入力しよう。

importrandom

iInportmath

＃寮。それぞれ空きが二つある

dom5=['Zeus‘,‘Athena','Hercules‘,‘BacChu5,,，P1uto'］

＃人ｃ第１・第２希望を伴う

pref5=[(‘Toby,，（'Bacchus'，‘Hercules‘))，
（'5teve'，（‘Zeus'，‘Pluto‘))，

（'Andrea'，（'Athena‘，，Zeus.))，

（'Sarah'，（‘Zeus'，.Pluto‘))，

Ｉ



(‘DaVe'，（'Athena,，‘BaEChuS，))，
(‘〕eff'，（'Hercule5‘，‘Pluto‘))，
(‘Fred'，（'Pluto‘，‘Athena'))，

(，Suzie‘，（‘BaCEhus‘，，HerEule5‘))，

(‘Laura'，（，BacChuS‘，，HerCuleS‘))，

(,Neil，，（，HerEules'，,Athena‘))］
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令側の鋪１布認を満たせないのはすぐ．分かると思う。BIlcchusには空きが二つしかないのに二人が

希望しているからだ。そしてこの誰かを第２希望に持っていくと、今度はHerculesが足りなくなる。

この問題は意側的に小規模にしてあるので追っていくのは容易だが、実生活では何円何千もの学生、

およびずっと多くの鞭きがある数多くの礎がⅢわってくるIⅢ胆となる。例ではⅡI能な解が100.000祝皮

しかないので、すべてを拭してベストを探すことも可能だ“しかし各Mfの雫きを４に期やしただけで、

叩能な数はあっというまに兆単位になる。

解の表現は、フライト問題よりもちょっとトリッキーだ。各学生を数字一つで'ｆすりストを作り、各

数字を刺り当てた察とする、というのも即倫的には可能だ。しかしこの表現では、什寮息人のみという

ﾙﾘ限が解に裸せないという問題がある｡リストのすべての仙がゼロになっていると、令１１がZeusに入

ることを意味することになるが、これは解とはなりえない‘

これを解決する･つの方法として、無効解にはコスト関散が非常に大きな仙を返してやる、というの

があるが、これをやると最適化アルゴリズムが優れた解を探索するのが非常に難しくなる。なぜならこ

の珊合、ある解が他の優れた解に近いかどうか、というか打効な解に近いかどうかすら、わからない

からだ。一・般的に、雌効な解の川を探甜するのにプロセッササイクルを袖てるのはやめた方がよい。

もっとうまい方法がある。必ずｲi効な解となるような解の炎現を見つけることだ｡有効解とは必ず

しも優れた解でなくてもよく、単に各粥にちょうど二人の'；:生が割り当てられる、という怠味にすぎな

い・これを実現する〃法の一つに、什寮が三つのスロットを持っているものと考えるやり方がある。つ

まり、この例で耐えば令部で10のスロットがあることになる、什学/tは順々 にオープンなスロットに削

り当てられる－－１１&初の学ﾉkは10のスロットのうちのどれか、：人Ⅱはjlりの９つのどれか、といった

典合だ。

探索の｡on陽inはこの制限を取り込んだものでなければならないｃ以下をdom･pyに追加するｃ

＃［(0,9),(0,8),(0,7),(0,6),…,(0,0)l
domain=[(０，(len(dorms)*2)-i-1）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(o,len(dorm5)*2)］

解を出力するコードは、スロットの動作を例解してくれる。この関数ではまず、スロット（各寮２つ）

によるリストを生成する。続いて解の散'龍にループをかけて、各数字が示す寮瀞号(その学生が入る漁

の併号）をスロットの中から見つけるハ兇つかったら学ﾉtと粥の細iIを川力し、そのスロットをリスト

から削除して、他の学生が同じスロットを使わないようにする。ループが終わると、スロットのリスト

は空に、学生と寮はすべてプリント済みになっているわけだ《,それでは以一ドの１１M数をdorm・Pyに追加し
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defprintsolution(vec)：

slot5=[】
＃各寮につきスロットを二つずつ生成

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(dorm5))：slots+昼[i,i］

＃学生割り当て結果にループをかける

foriinran8e(len(vec))：
ｘ=int(vecIi]）

＃残ってるスロットから一つ選ぶ

dorm=dorm5I51ot5Ix]】
＃学生とその割り当て先の寮を衷示

printprefs【iⅡ０１，do、
＃このスロットを削除

delslots[x］

Pythonセッションでインポートして解を出ﾉ』してみよう。

>>＞importdorm

>>＞dorm・printsolution(【0,0,0,0,0,0,0,0,0,01）
TobyZeuS
SteveZeus

AndreaAthena

5arahAthena

DaveHerculeS

]effHercu1Q5

FredBacchus

5uzipBaCChuS

LauraP1uto

NeilP1uto

数字を変えていろいろな解を見てみるときは、各数字が適切な範囲になければならないことを忘れ

ないこと。リストの雌初のアイテムは０から９，２番目は０から８、のようになっている。適切な範州を

外れた数字があると、ＩＭＩ数は例外を送川する。蚊適化IMl散はdomainﾘl数で折定された数字の範囲を'､j：

るので、妓適化においてはこれが問題になることはないｃ

5.9.2コスト関数

コスト関数は川〃ＩＮＩ数と似た動作をする。スロットのリストを柵染しておき、使ったスロットを削除

するのだ。コストは学ﾉkの希剥と現在の搬削?１１を比較することで緋算する。学21&が鋪ｌ希剖に削り当て

られているときのコスl､が0、第２希望に１１りり山iてられているときが1、どちらでもない場所に割り当て



retumcost
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コスト関数の作成で有効なルールの一つに、完全な解（この例で汀えば、令肌が鋪１希望に割り当て

られること）がコストゼロとなるようにする、というものがある。今I同Ｉは不町能であることが分かって

いるわけだが、完全な解のコストがゼロであることを知っておけば、それにどのくらい近いか感じが掴

めるのだ。このルールのもう一つの利点は、完全な解を見つけたら探索を止めるよう、最適化アルゴリ

ズムに教えておけることだ。

られると３になる。

defdommst(veに)：
cost=Ｏ

＃スロットのリストを生成

slots二[０，ojl,1,2,2,3,ﾖ,4,41

＃学生にループをかける

foriinrange(len(veC))：
ｘ=int(vec[i】）

dormsdorm5[51ots[xn

pref=prefs[i]['］
＃第１希望のコストｏ、第２希望のコスト１

ifpreflo]･雪dom：Eost･oo
elifpref【1]＝dorm：Eost+=１
ｅｌｓｅ：coSt+=３

＃リストになければコストヨ

＃選択されたスロットの削除

delSlots【x）

optimization・geneticoptimize(dorm､domain,dorm・domEo5t）

5.9.3最適化の実行

解の表現、コスト間数、結染の出力関数が揃えば、先に定義しておいた雌適化関数が実行できる。

以下をPythonセッションに入力しよう。

reload(dozm）

5霊optimization・randomoPtijnize(dozm.｡Omain,do、.domcost）
dom･domEo5t(５）

ジ
ァ
ツ
ン

ー
，
少
８
少
３
０

う
，
シ
－
，
１
１

４

>>＞dorm・print5olution(s）

TobyAthena
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StevePluto

AndreaZeuS

SarahPluto

DaveHerCule5

]effHercule5

FredBaCChuS

5uzie8aにChuS

LauraAthena

NeilZeus

こちらでも、遺伝雌適化アルゴリズムのパラメータをいじることで良い解をより速く見つけられるか

調べてみよう。

5.10ネットワークの可視化

この蹴岐後の例は、またもや他とはまったく無関係な問題に通過化が利用できることを,J§すものだ。

今度はネットワークのIjJ視化をやる□ここでlj｢うネットワークとは、Ｈ、に接続された何かということ

だ(、オンラインアプリケーションIfIlけとしてよい例が、MySI皿Ce，Ｆ(lCGbook，LinkCdlnといったソー

シャルネットワークだ‘』こうしたj淵所では、皮人だから、職巣上の関係があるから、といった珊111で人

と人とが接続されている．こうしたサイトのメンバーはI‘1分で接続相手を選択するわけだが、これが集

合的には人々のネットワークを作る。おそらくはコネクターである人（多くの人を知っていたり、普通

なら打ち解けない小典川同tのリンクとなる人)を発見するために、こうしたネットワークをIIi視化し、

その榊逝を決定するのは1m白いことだ。

5.10.1レイアウト問題

多激の人とそのIHIのリンクをIIJ視化すべ<ネットワークを描くとき、端前（またはアイコン）をどのよ

うに配flLすべきか、という|川胆がある。たとえば例5-7のネットワークについて拶・えてみよう。

一 －

Ｗｉｌｌｙ

５Zﾆン
＜７ ／

VioIet

Mike

図５．７混乱させやすいネットワークレイアウト


