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アウトライン	
•  Network	  Science	  と	  Network	  Formalism	  

– Network	  Formalism	  とは	  
•  フロンティア法への期待	  

– Network	  Science	  における位置づけ	  

•  フロンティア法を用いた電力網解析	  
–  ZDD（Zero-‐suppressed	  binary	  Decision	  Diagram）	  
– フロンティア法の適用	  
– 最適化，パターン列挙，分布推定	  

•  まとめと今後	

Takeru	  INOUE	  @	  JST	  ERATO	
2	

電力網を題材にフロンティア法の効果を実証	

Network	  Science	  におけるフロンティア法の役割	
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Network	  Formalism	  とは	

•  SIGCOMM’12	  のセッション名より	  

•  科学的な根拠に基づいてNWを厳密に扱うための方法論	  
–  設定検証，形式記述，…	  
–  プログラミング言語，デバッグ，…	  

•  SDN	  people	  を中心としたムーブメント	  

•  重要課題に対する効果的なアプローチになりうる	  
–  NW	  は複雑になる一方で，社会的重要度も増している	  
–  厳密さを要求する課題が存在感を示している	  

•  システム検証，脆弱性発見，セキュリティ解析，…	  
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共通定義が確立されているわけではない	
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フロンティア法とは	
•  フロンティア法とは	  

–  グラフ	  G=(V,	  E)	  が与えられると	  
	  	  	  	  	  制約をみたす全てのサブグラフ	  E’⊆E	  を	  ZDD	  として出力する	  
	  	  	  	  	  アルゴリズムのフレームワーク	  

•  様々な制約を扱える	  
–  木，森，連結成分，カット，パス，サイクル	  

•  特徴	  
–  近似なしの完全な解析	  

•  厳密さを要求する応用に適している	  
–  疎なグラフであればかなり高速	  

•  各辺を一度ずつしか処理しない（1-‐pass）	  
•  Mate	  更新・比較処理が簡易である	  

–  ZDD	  演算を利用した様々な応用	  
•  最適化，パターン列挙，分布推定	
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全域や根付きなどの補助制約を追加可能	

Network	  Formalism	  を支える「エンジン」になると期待	
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光通信網への適用	

•  RWA（RouUng	  and	  Wavelength	  Assignment）	  
– 要求コネクションのパスと波長を決定する	  
	  	  	  	  整数計画問題（組合せ最適化問題）	  
– 変数 xij	  ∈	  {0,	  1}	  

•  ファイバ i	  の波長	  j	  を利用するかどうか	  
– 目的関数	  

•  割り当てコネクション数の最大化	  
•  要求コネクションを収容するために必要な波長数の最小化	  

– 制約	  
•  コネクションの始点から終点まで，パスの波長は同じ	  
•  異なるコネクションは同じファイバの同じ波長を利用しない	  
•  アナログな制約はない（増幅器は適切に設置済み）	
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Network	  Science	  と	  Network	  Formalism	
•  Network	  Science	  における位置づけ	  

– 各種科学に基づく多様な NetSci	  が存在する	  
– Network	  Formalism	  は，Computer	  Science	  を基礎とす
る NetSci	  である（と考える）	  

•  NFS	  NetSE	  Research	  Agenda	  では，Computer	  Science	  に基
づく研究のサポートが推奨されている	  
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電力網を題材にフロンティア法の効果を実証	

Network	  Science	  におけるフロンティア法の役割	
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配電網の構成	
•  送電網（上流）	  
	  	  	  	  	  ＋配電網（下流）	  

•  スイッチで網構成を変更，
電力供給経路を制御	  
– 適正な品質の電力を供
給するために，いくつか
の制約条件がある	
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発電所	  

配電網	  
数千	  V	  

送電網	  
数万~数十万	  V	  

変電所	  
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トポロジ制約	
•  配電網のグラフ表現（右図）	  

– 頂点：電線（変電所，需要家）	  
– 辺：スイッチ	  

•  トポロジ制約（下図）	  
– 変電所を根とする根付き全域森	  

×	  短絡（異なる根の接続，ループ）	  
×	  停電（根に接続されない頂点）	  

– 論理的な制約なので，近似不可	  
→	  フロンティア法という効率的な解法	
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電気制約	
•  電気制約	  

–  電流が最大値を超えない	  
–  電圧が最低値を下回らない	  
–  （三相がバランスしている）	  

•  配電網構成制御は，非線形・微分不可・整数計画問題	  
–  スイッチ（変数）の数は数百，スイッチの組合せは２の数百乗	  
–  従来は経験則（ヒューリスティック）のみ	
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ZDD	  による網構成の圧縮表現	
•  ZDD（Zero-‐suppressed	  binary	  Decision	  Diagram）	  

– 組合せ集合の圧縮表現（左図）	  
•  パス＝組合せ（1枝の要素を含む）	  
•  共通する部分パスを共有し，圧縮（膨大な数の組合せを表現）	  

– 網構成を閉スイッチの組合せとして表現（右図）	
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ZDDの整数計画問題への適用	
•  制約ごとに適した方法で解（網構成）を計算	  

–  トポロジ制約：フロンティア法	  
–  電気制約：分枝限定法	  +	  ZDD	  演算	  

•  共通する組合せ（全制約を満たす網構成）を選択	
–  ZDD	  の効率的な集合演算（IntersecUon）を利用	  
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フロンティア法による	  
トポロジ制約を満たす網構成の探索	

•  スイッチ状態を順に決定し，ZDD	  を構築	  
–  ZDD：全ての根付き全域森を表現	  

•  Mate	  配列	  
–  頂点（電線）の給電状態	  

•  色つき：変電所から給電	  
•  同じ数：電気的に接続	  

–  制約違反，ZDD	  ノード共有判定に利用	  
•  フロンティア	  

–  処理済み辺と未処理辺の境界頂点集合	  
–  Mate	  配列による判定に利用する頂点	
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フロンティア法の利点	
•  効率的で高速	  

–  各辺を一度ずつ処理するだけ	
–  Mate	  による簡易な判定	  

•  探索結果は	  ZDD	  
–  演算を利用（例：全制約を満たす解の選択，要素を指定した検索）	  
–  解の構造化表現（例：最適解の探索，解の分布推定）	
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送電損失の最小化	
•  送電損失	  

–  電線で熱として失われるエネルギー	  
–  損失削減によりエネルギー資源を節約，計画停電区画を削減	  

•  非線形・微分不可・整数計画問題	  
–  従来は経験則（ヒューリスティック）のみ，最適性の保証なし	  
–  ZDD	  を利用し，損失を最小にする網構成（最適解）を探索	
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損失最小構成の探索	
•  配電網を部分的に損失を計算できる領域に分解（左図）	  
•  スイッチ状態を表す	  ZDD	  を，損失を重みとするグラフに変換（右図）	  
•  最短経路が最小損失，対応する網構成が損失最小構成	
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部分的なスイッチ状態を指定した	  
網構成の検索，パターン列挙	

•  ZDD	  をデータベースとみなし，指定したスイッチを使う（使わない）網構成
を選択	  
–  ZDD	  の除算・剰余算を利用した検索	  →	  What-‐if	  analysis	  
–  解集合に共通するパターンの列挙	  →	  故障パターンの列挙	  

•  応用例	  
–  事故時復旧構成：故障スイッチを含まない網構成の検索	  
–  脆弱性検証：制約を満たす網構成がなくなる故障パターンの発見	
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解の分布推定	
•  分布を直接求められない複雑な問題でも，	  
	  	  	  	  高い精度で分布を推定	  

– 出現確率に完全に従う無作為抽出が可能	  
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図 4: (左) ZDD のコンポーネントへの分割 (説明の都合上，
図 1 とは異なる配電網を用いた)．(右) ZDD パスを用いたコ
ンポーネントの連結．l{x} は構成 {x} に対する損失を表す．

がるため，電力網構成制御の重要な目的のひとつである．しか
し，大きな計算量を要する非線形整数計画問題であるため，ほ
とんどの既存研究はヒューリスティックに頼り，解の最適性を
保証しない．また，最適性を保証する手法 [6, 10] は，スケー
ラビリティに課題を抱える．
我々は，ZDD の構造を利用して探索空間を構築し，最適性
の保証された解を効率的に求める．まず配電網を，3.2 節で利
用した独立性の高いコンポーネントに分割する．このコンポー
ネントでは，他コンポーネントの構成とは独立に損失を計算で
きる．変数をコンポーネントに従って順序づけると，図 4(左)
のように ZDD をコンポーネントごとに分割できる．分割した
ZDD から各コンポーネントの構成を列挙し，それぞれについ
てコンポーネント内部の損失を計算する．例えば，コンポーネ
ント 2 には 3 つの構成 c + cd + d があり，それぞれについ
て損失を計算する．多くの場合，コンポーネント内部の構成数
は配電網全体に比べて大幅に少なく，計算は容易である．また，
各コンポーネントは独立であり，並列して計算できる．最後に，
図 4(右) のように ZDD パスに従ってコンポーネントを連結し，
計算した損失を辺の重みとする．ひとつの辺が複数の構成を表
すときは，損失の小さいほうを選ぶ．このグラフの重み最小パ
スが，損失を最小にする構成を表す．

4.1 節で構築した ZDD から損失最小構成を探索した (Perl
により実装)．計算時間は約 17.3 時間であったが，16 プロセ
スによる並列実行により約 2.3 時間で完了した．24 のスイッ
チ状態を変更し，初期構成の損失 2.04 MW を 1.98 MW に削
減した．この手法によって，数時間前の需要動向・天候を反映
した構成制御を行い，電力損失を削減できる可能性がある．

5.2 無作為抽出と損失分布推定

2.2 節で述べたように，ZDD は各ノードの下にある解を数えら
れるため，解の数に比例した確率で 0/1 枝を選ぶことにより，
等しい確率でそれぞれの解に到達できる．この無作為抽出を用
いて，解の損失分布を推定する．損失分布は，ヒューリスティッ
クを用いた損失削減手法の評価に利用できる (5.1 節で最適性
の保証された手法を提案したが，計算時間によってはヒューリ
スティックの利用もありうるため，評価は必要である)．4.1 節
で構築した ZDD から 1,000 個の解を無作為抽出し，それぞれ
の損失を計算して，図 5 の積算分布を描いた．ほとんどの解の
損失は，5.1 節で求めた最小損失 (2.04 MW) より 15 % 以上
大きいことがわかる．
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図 5: 全制約を満たす解の積算損失分布．

6 おわりに

本稿では，フロンティア法を用いてトポロジ制約を満たす全て
の解を探索し，ZDDとして表現する手法を述べた．また，ZDD
の集合演算を利用して全制約を満たす解を選択し，特定のスイッ
チ状態に合致する解を検索した．ZDD の構造を利用して損失
最適解を探索し，無作為抽出によって損失分布を描いた．
本稿では，コンポーネント分割を除いて配電網に特有の技法
を用いることなく，構成制御という非線形整数計画問題に取り
組んだ．今後は，本稿に示した一連の手法を，他の整数計画問
題に適用する予定である．
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標準解析モデルと提案手法の実装	
•  配電網の標準解析モデル	  [林06分散型]	  

–  日本の実配電網にもとづく仮想的な配電網	  

•  提案手法の実装	  
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[林06分散型]	  林泰弘 他,	  “分散型電源連系配電ネットワークの標準解析モデルの構築とネット
ワーク構成候補の多面的評価手法の開発,”	  電学論B,	  Vol.126,	  No.10,	  pp.1013-‐1022,	  2006.	  

スイッチ（辺）数	 468（実用的な規模）	
電線（頂点）数	 432	
系統総負荷	 287	  MW	
線路容量	 300	  A	
送り出し電圧	 6.6	  kV（許容範囲	  6.3~6.9	  kV）	

ランダムな10%の地域に需要に見合う分散電源を配置	

フロンティア法，ZDD	  演算	 C++	
その他	 Perl	

計算機：Xeon	  E31290（3.60	  GHz	  ×	  4）	

変数	
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計算時間とメモリ使用量	
•  計算時間	  

– 制約を満たす全ての網構成の探索（ZDD	  構築）に 13	  分	  
– 損失最小構成の発見に +	  4	  分	  

•  メモリ使用量	  
– 天文学的な数の網構成（解）を数百MBに圧縮	
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トポロジ制約（フロンティア法）	 0.520	  秒	
全制約（分枝限定法	  +	  ZDD	  演算）	 776	  秒	
損失最小構成	 214	  秒	
合計	 991	  秒	

制約	 網構成の数	 ZDDノード数	 メモリ使用量	
トポロジ制約	 2.19	  ×	  1071	 1.55	  K	 24.4	  MB	
全制約	 2.14	  ×	  1062	 1.10	  M	 779	  MB	

スイッチ状態を指定した検索は	  ~0.5秒	
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まとめ	
•  Network	  Formalism	  と フロンティア法	  

–  Network	  Formalism	  
•  厳密さを要求する重要課題に対する研究アプローチ	  
•  Computer	  Science	  を基礎とする NetSci（と考える）	  

–  フロンティア法	  
•  Network	  Formalism	  を支えるエンジンになると期待	  

•  配電網の効率的な解析手法を提案	  
–  フロンティア法によりトポロジ制約を満たす網構成を探索	  
–  ZDD	  演算により，全制約を満たす網構成を選択	  
–  最適化，パターン列挙，分布推定などに利用	  

•  今後の課題	  
–  脆弱性検証など	  ZDD	  の網羅性を活かした応用の詳細化	  
–  配電網構成制御以外の問題への応用	
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電力網を題材にフロンティア法の効果を実証	

Network	  Science	  におけるフロンティア法の役割	
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