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席替え問題に対する安定解・最適解の実験的評価

筒井 貴之1,a) 土中 哲秀2,b) 江藤 宏3,c) 小野 廣隆4,d)

概要：日本の学校では定期的に席替えが行われる．席替えによって決定された席，すなわち席配置は，各生
徒のやる気やひいてはクラス全体の雰囲気に大きな影響を与えるため，その良し悪しを客観的に評価する
枠組みがあることが望ましい．本論文では, 席替えを生徒 (エージェント)のグラフの頂点への割当てとし
てモデル化し，さらにエージェントの人間関係とグラフ上での距離に基づく効用関数により評価すること
を考える．この効用関数を用いると，各人の効用の和を最大にする席配置 (最大効用配置)，どのエージェ
ントも席交換に対する動機を持たないような席配置（安定配置）などの観点から席配置を評価することが
可能になる．このモデルの下，現実の席替えに即した 40人規模の教室を想定した問題例を対象に，最大効
用配置，安定配置を含む 5つの席配置方法について計算実験を行い，妥当な席配置に関する評価を行う．

キーワード：最大効用配置，安定性，計算困難性，局所探索アルゴリズム

Experimental evaluation of stable solutions and optimal solutions to
change the seating arrangement problem

Tsutsui Takayuki1,a) Hanaka Tesshu2,b) Eto Hiroshi3,c) Ono Hirotaka4,d)

Abstract: In most of schools in Japan, seat arrangements of students are periodically changed. Since a seat
arrangement has a great influence on the motivation of students or the atmosphere of a class in general, a
systematic way for evaluating the goodness of a seat arrangement would be useful. In this paper, we model
a seat arrangement as an assignment of students (agents) to vertices of a graph, and score it based on utility
functions defined by relations between agents and their distance on the graph. The utility functions enable
us to evaluate a seat arrangement by the maximum total sum of utlity, by the stability in the sense that no
two agents have incentives to exchange their seats, and so on. Under the model, we conduct computational
experiments that evaluate how the seat arrangements obtained by five arrangements methods including the
maximum total sum of utility and the stable assignment are good. The used instance is of 40 students, which
is a general setting in many schools in Japan.
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1. はじめに
日本の学校では小学校から高校まで，教室での配席 (席

順)は固定であることがほとんどである．この固定の席順
は一般には数か月に一度の頻度で変更される．別の言い方
をすると, 一度決まった席順は数か月間は変更できない. 実
習系の授業ではしばしば隣席同士のペアを単位として取り
組む課題が課されるなどがあるため，席順が生徒の学習意
欲に及ぼす影響は小さくない．さらには，個々の生徒の学
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習意欲はクラス全体の雰囲気とも連動するため，その影響
は非常に大きいといえる．にもかかわらず，多くのクラス
で席順決定（席替え）はその良し悪しの評価なしにくじ引
きなどの方法などで半ば場当たり的に行われているのが現
状である．これはそもそも席順の良し悪しを客観的に評価
する妥当な尺度が考えられてこなかった, あるいはその定
義が自明ではないためと考えられる．
本論文では席替えの数理モデルを提案する．提案モデ

ルでは, 教室において席が置かれている位置を頂点, 席の
隣接関係を辺で結ぶグラフを用いる．このとき生徒 (エー
ジェント)の席配置 (席順)はエージェントのグラフの頂点
への割り当て (全単射)とみなすことができる．席配置の
良し悪しを測る基本要素となるのがエージェントの効用で
ある．エージェントの効用は，そのエージェントと親しい
エージェントが近くの席に割り当てられたときに高くなる
ものとするのが自然である．このため各エージェントに対
して，そのエージェントと別のエージェントの親しさを表
す好感度関数を定義する．各エージェントのある席配置の
効用は，そのエージェントから見た他エージェントの好感
度とその席配置上の距離から定義するものとする．またク
ラス全体の効用を，全エージェントの効用の和として定義
するものとする．
ここで定義した効用から「良い」席配置の定義のいくつ

かの候補が考えられる．一つは，先に述べたクラス全体の
効用を最大とする最大効用配置である．しかし，最大効用
配置はいわば全体最適を目指すものであるため，一部の少
数のエージェントの効用が犠牲になることが考えられる．
これを防ぐための配置が最も不幸なエージェントの効用を
最大化するmaximin配置である．一般に最も不幸なエー
ジェントの効用の最大化はその他のエージェントの効用を
押し上げる枷となるため，maximin配置においては全エー
ジェントの効用の最大値は下がる傾向にあると考えられる．
すなわち，maximin配置では効用の公平化も期待できる．
最後に，「欠点の少ない」席配置が考えられる．ある二人
のエージェントが互いに席を交換することによって互いの
効用を向上させることができるならば，その二人にとって
現在の配置は「欠点」があることとなる．逆に言うと，こ
のような意味での欠点がない配置であれば，エージェント
はその配置に不満を抱かない，いわば安定配置であると言
える．
本論文では以上の 3つの基準を主軸とした席配置につい

てその妥当性を考察する．いずれの基準もそれを満たす席
配置を確実かつ高速に発見するアルゴリズムが存在するか
どうかは自明ではないが, 局所探索アルゴリズムを提案し
計算実験による評価を行った．局所探索アルゴリズムはそ
れぞれの基準に対応する評価関数に基づく探索を行う．40

人規模の教室を想定した問題例に対する計算結果を全体効
用，公平性の観点からその良し悪しを論じる．

本論文の以降の構成は次のとおりである．まず 1.1節で
関連研究について述べる．2節では諸定義とモデル化を行
う．3節では, 特に最大効用配置問題と最大安定配置問題
の計算複雑度について議論する．ここでは最大効用配置を
発見する問題が一般には様々な形で計算困難であることを
示す．この結果が計算実験における局所探索アルゴリズム
の利用の根拠となっている．4, 5節では計算実験に用いる
好感度関数の設定，アルゴリズムの説明を行う．ここで実
験で用いるアルゴリズムは局所探索アルゴリズムの他，ラ
ンダム，貪欲配置を取り上げる．これらを取り上げる理由
は，実際に学校現場で用いられる代表的な席配置決定法が，
各座席に適当に番号を振りくじ等を引いてその番号の席に
決定する方法（ランダム），くじ等で順番を決め，その順
番に各生徒が任意に席位置を決めていく方法（貪欲配置），
最後に教師が各生徒のバランスを考え全ての席配置を決定
する方法 (提案手法の適用対象)，であることによる．6節
はこれらに基づく計算実験の結果を紹介し，7節でまとめ
と今後の課題を述べている．

1.1 関連研究
本研究では，評価法の一つとして安定性を採用している．

また，本研究ではこれを二人のエージェントを交代させた
とき，その両者共に効用が増加しない場合と定義している．
これと類似した研究として安定結婚問題や安定ルームメ

イト問題等が知られている，安定結婚問題とはDavid Gale

と Shapleyによって提起された問題 [2]であり，男女のよ
うな異なる集団においてペアをつくる組み合わせ問題で
ある．男女は異なる集団に属するそれぞれの人々に対して
選好順序を有しており，その選好順序が高い相手とペアを
つくる．安定ルームメイト問題とは，安定結婚問題と異な
り，二人部屋における部屋割り当て問題のような同一の集
団よりペアをつくる組み合わせ問題であり，これも同じく
Galeと Shapleyによって提起された問題である．これは
各人が他の全ての人々に対して選好順序を有しており，各
人はより選好順序が高い人とペアになろうとする．このペ
アを組み合わせたとき，お互いに現在の相手より選好順序
がより高い組み合わせが存在しないとき，その組み合わせ
を安定マッチングという．安定結婚問題は Gale，Shapley

により，どのような選好順序を有していても必ず安定マッ
チングを求めることができること証明されているが，安定
ルームメイト問題は必ずしも安定マッチングが存在すると
は限らない．
この安定結婚問題は完全 2部グラフにおける完全マッチ

ング問題であり，安定ルームメイト問題は完全グラフの完
全マッチング問題である．本研究における席替え最大安定
配置問題では．選好順序に変え好感度を与えた完全グラフ
における，グリッド構造の最大安定配置問題となっている．
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2. 定義とモデル
本節では，本論文で用いる諸定義を与える．
頂点集合 V，辺集合 E からなるグラフを G = (V,E)と

する. 特に，|V | = nであるとき，Gを n-頂点グラフと呼ぶ.

グラフGにおいて，uから vへの最短経路の長さを uから
vへの距離といい，dist(u, v)で表す．特に，Gが無向グラ
フであるとき，dist(u, v) = dist(v, u)である．無向グラフ
G = (V,E)の頂点 v に対して, (u, v) ∈ E である uを v の
隣接点といい, 隣接点の集合をN(v) = {u|(u, v) ∈ E} ⊆ V

と表す. 隣接集合の大きさ |N(v)|を vの次数という．

2.1 席配置・好感度・効用
はじめに，席配置を以下のように定義する．

定義 1. エージェント集合 P = {p1, . . . , pn}と n-頂点グ
ラフ G = (V,E)が与えられたとき，P から V への全単射
s : P → V を Gにおける P の席配置と定義する．また，
席配置 sの逆写像を s−1 : V → P と定義する．
席配置 sは各エージェントをグラフの頂点に割り当てる

写像である．また，一般に日本の小学校のような席配置の
場合，Gは m行 n列の格子グラフの対角成分に辺を追加
したようなグラフとなる．このようなグラフを対角格子グ
ラフと呼び，GD(m,n)で表す．例として，図 1に 5行 5

列の対角格子グラフGD(5, 5)を示す．また，一列の順番の
席配置は Gがパスグラフのときである．

図 1 対角格子グラフ GD(5, 5)

次に，好感度について定義する．
定義 2. エージェント集合 P = {p1, . . . , pn}と n-頂点無向
グラフ G = (V,E)が与えられて，各エージェント p ∈ P

の他人 q ∈ \{p}への好感度を fp : P \ {p} → Rと定義し，
fp(q)で表す．
定義 2は，エージェント p ∈ P の他人 qの好感度をある

実数値として表していることを意味している．例えば，p

は q より q′ を好むとき，fp(q
′) > fp(q)となるような写像

を定めることにより，pの好感度を表すことができる．
最後に，エージェント pの効用と席配置 sの全体効用を

定義する．
定義 3. 席配置 sと好感度 fpが与えられたときのエージェ
ント pの効用を Up(s, fp) ∈ Rで定める．また，席配置 s

の全体効用を全エージェントの効用の総和∑
p∈P Up(s, fp)

で定義する．
一般に，席配置におけるエージェント pの効用は，pとの距

離が近いエージェントの好感度に影響される．したがって，
最も基本的なエージェント pの効用は，pの周りのエージェ
ントへの好感度の総和 Up(s, fp) =

∑
v∈N(s(p)) fp(s

−1(v))

であると予想される．しかしこの場合，周りのエージェン
トの数が多くなる点，すなわち次数が大きい頂点に配置さ
れたエージェントは必然的に効用が大きくなる．つまり，
効用が好感度だけでなく，配置される位置にも左右されて
しまう．このとき，pの周りのエージェントの好感度の総
和を pが配置された頂点の次数で割ることによって，位置
の優位性を排除した効用を以下のように定義できる:

Up(s, fp) =
∑

v∈N(s(p))

fp(s
−1(v))/|N(s(p))|. (1)

6節の計算実験のモデルでは，この効用を用いる.

一方，隣のエージェントほど影響が少ないにしても，2つ
隣の席のエージェントにも影響される場合，エージェント
pの効用は，pとの距離が離れるにつれて好感度の影響が減
少する関数 Up(s, fp) =

∑
v∈V fp(s

−1(v))/dist(s(p), v) と
して表すことができる．このような関数は，社会的距離を
考慮した提携構造形成問題におけるエージェントの効用と
しても用いられている [1].

2.2 最大効用配置
定義 1, 2, 3でそれぞれ定義した席配置，各エージェン

トの好感度，効用が与えられたとき，最大効用配置を以下
のように定義する．
定義 4 (最大効用配置). n 人のエージェント集合 P =

{p1, . . . , pn}，n-頂点無向グラフG = (V,E)，各エージェン
ト p ∈ P の他人への好感度 fp : P \ {p} → R，各エージェ
ント p ∈ P の効用 Up(s, fp)が与えられたとき，任意の席
配置 sに対して,

∑
p∈P Up(s

∗, fp) ≥
∑

p∈P Up(s, fp)とな
る席配置，すなわち全体効用が最大となる席配置 s∗ を最
大効用配置と呼ぶ．また，最大効用配置を求める問題を最
大効用配置問題という．

2.3 安定配置
最大効用配置と同様に，安定配置を以下で定義する．

定義 5 (安定配置). n 人のエージェント集合 P =

{p1, . . . , pn}，n-頂点無向グラフ G = (V,E)，各エージェ
ント p ∈ P の他人への好感度 fp : P \ {p} → R，各エー
ジェント p ∈ P の効用 Up(s, fp)が与えられたとする．席
配置 sが与えられて，ある 2人のエージェント p, qの席を
入れ替えた席配置を s′ とする．すなわち，p, q に対して，
s′(p) = s(q)，s′(q) = s(p)，かつ r ∈ P \ {p, q}に対して，
s′(r) = s(r)となる．このとき，任意のエージェント p, qに
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対して，Up(s, fp) < Up(s
′, fp)かつ Uq(s, fp) < Up(s

′, fp)

となる s′ が存在しなければ，席配置 sは安定であるとい
う．また，全体効用が最大となる安定配置を最大安定配置，
それを求める問題を最大安定配置問題という．

2.4 maximin配置
最後に，maximin配置を定義する．

定義 6 (maximin 配置). n 人のエージェント集合 P =

{p1, . . . , pn}，n-頂点無向グラフG = (V,E)，各エージェン
ト p ∈ P の他人への好感度 fp : P \ {p} → R，各エージェ
ント p ∈ P の効用 Up(s, fp)が与えられたとき，任意の席
配置 sに対して, minp∈P Up(s

∗, fp) ≥ minp∈P Up(s, fp)と
なる席配置，すなわち最も低いエージェントの効用を最大
にする席配置 s∗をmaximin配置と呼ぶ．また，maximin

配置を求める問題をmaximin配置問題という．

3. 席配置問題の計算困難性
本節では，最大効用配置問題と最大安定配置問題が NP-

困難であることを示す．
定 理 1. 各 エ ー ジ ェ ン ト の 効 用 が Up(s, fp) =∑

v∈N(s(p)) fp(s
−1(v))/|N(s(p))|のときでも，最大効用配

置問題と最大安定配置問題は NP-困難である．
証明. 最大独立集合問題から各エージェントの効用が
Up(s, fp) =

∑
v∈N(s(p)) fp(s

−1(v))/|N(s(p))| であるとき
の最大効用配置問題と最大安定配置問題への帰着を示す．
最大独立集合問題はNP-困難であることが知られている [3]．
まず，各エージェントの好感度を定義する．P1 =

{p1, . . . , pk}, P2 = {pk+1, . . . , pn}，P1∩P2 = ∅, P1∪P2 =

P とする．このとき，p ∈ P1 の好感度を

fp(q) =

1 (q ∈ P2)

0 (q ∈ P1),
(2)

p ∈ P2 の好感度を

fp(q) = 0 (3)

とする．
以下では，Gに大きさ kの独立集合が存在する必要十分
条件は，各エージェントが上記の好感度と効用をもつ最大
効用配置問題 (最大安定配置問題) がおいて，全体効用が k

の (安定)席配置 sが存在することを示す．
大きさ k の独立集合 I ⊆ V が与えられたとする．こ
のとき，P1 に属するエージェントを v ∈ I，P2 に属す
るエージェントを v ∈ V \ I に配置する席配置を s と
する．今，I は独立集合であるから，各エージェント
p ∈ P1 に隣接する頂点のエージェントは P2 に属する．
したがって，好感度と効用の定義から，p ∈ P1 の効用
は，Up(s, fp) =

∑
v∈N(s(p)) 1/|N(s(p))| = 1となる．一方，

式 3から，P2 に属するエージェントの好感度は他のエー

ジェントに対して 0であるから，P2 に属するエージェン
トの効用は常に Up(s, fp) = 0．したがって，全体効用は，∑

p∈P

Up(s, fp) =
∑
p∈P1

Up(s, fp) +
∑
p∈P2

Up(s, fp)

=
∑
p∈P1

Up(s, fp) =
∑
p∈P1

1 = k.

ここで，任意の 2人のエージェント q, r ∈ P の席を入れ
替えた席配置を s′ とする．q, r ∈ P1 または q, r ∈ P2 のと
き，明らかに Uq(s, fq) = Uq(s

′, fq), Ur(s, fr) = Ur(s
′, fr)

を満たす．さらに，q ∈ P1, r ∈ P2 のとき，好感度の定義
から Ur(s, fr) = Ur(s

′, fr)を満たす．また，席配置 sにお
いて，r は P1 ∪ P2 に属する点に隣接するので，好感度と
効用の定義から Uq(s, fq) ≥ Uq(s

′, fq)を満たす．したがっ
て，席配置 sは安定である．
逆に，全体効用が k である席配置 s が与えられたとす

る．グラフ G において，2 人のエージェント q, r ∈ P1

が隣接して配置されていると仮定する．このとき，
Up(s, fp) =

∑
v∈N(s(p)) fp(s

−1(v))/|N(s(p))| であること
と式 2から，q, rの効用 Uq(s, fq)，Ur(s, fr)は，それぞれ
1未満になる．さらに，式 2，3から q, r以外のエージェン
ト pに対して，Up(s, fp) ≤ 1である．このとき，全体効用
を考えると，∑
p∈P

Up(s, fp) =
∑
p∈P1

Up(s, fp) +
∑
p∈P2

Up(s, fp)

=
∑

p∈P1\{q,r}

Up(s, fp) + Uq(s, fq) + Ur(s, fr)

< (k − 2) + 1 + 1 = k

となる．したがって，席配置 sの全体効用が kであること
に矛盾する．よって，P1に属するエージェントは隣接して
配置されていない．ゆえに，I = {v ∈ V |s(p) = v, p ∈ P1}
とすると，|P1| = k より，I は大きさ k の独立集合であ
る．
ここで，P̸=NPならば, 一般グラフにおいて, 最大独立

集合問題に対する n1−ϵ-近似アルゴリズムは存在しないこ
とが知られている [5]. また, 最大独立集合問題は平面 3-正
則グラフにおいても NP-困難である [4]. したがって, 以下
の系が導かれる.

系 1. P̸=NPならば, 各エージェントの効用が Up(s, fp) =∑
v∈N(s(p)) fp(s

−1(v))/|N(s(p))|のときでも，最大効用配
置問題と最大安定配置問題に対する n1−ϵ-近似アルゴリズ
ムは存在しない.

系 2. 各エージェントの効用が Up(s, fp) =
∑

v∈N(s(p))

fp(s
−1(v))/|N(s(p))|のときでも，平面 3-正則グラフにお

いて, 最大効用配置問題と最大安定配置問題は NP-困難で
ある.

同様に, 各エージェントの効用が Up(s, fp) =
∑

v∈N(s(p))
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fp(s
−1(v))のときでも, 平面 3-正則グラフにおいて, 最大

効用配置問題と最大安定配置問題は NP-困難であることが
示される.

系 3. 各エージェントの効用が Up(s, fp) =
∑

v∈N(s(p))

fp(s
−1(v))のときでも，平面 3-正則グラフにおいて, 最大

効用配置問題と最大安定配置問題は NP-困難である.

4. 席配置方法
本節では，日本の学校における席替えで一般的な席配置

方法であるランダム配置と貪欲配置および近似的に最大効
用配置，最大安定配置，maximin配置を求める局所探索ア
ルゴリズムについて説明する．

4.1 一様乱数によるランダム席配置
席替えに用いられる代表的な席配置方法として，ランダ

ム席配置がある．これは各席に適当に番号を振り，その後
くじ等によって席を定める．
この席配置法は，一様乱数にしたがって各エージェント

をランダムにグラフ Gの頂点に配置することに対応する．

4.2 貪欲配置
ランダム席配置のほかによく行われる席配置方法として，

貪欲配置がある．貪欲配置では，はじめにくじ引き等によ
りランダムに順番を与える．その後，その順番に従い各自
が任意に席を選択する．このとき各エージェントは自身に
とって好感度の高い相手と隣の席となるために，自身が席
を選択するときまでに好感度の高いエージェントが席に着
いていない場合，自身の周囲に空席をとるようにする．一
方，自身にとって好感度の高いエージェントが既に席につ
いている場合，自身はその隣の席を選択する．
貪欲配置の手順を図 2に示す．まず, n人のエージェン

トに対して, 一様ランダムに 1, . . . , nまでの順番をつける.

すなわち, くじを引くことに対応する. 順番づけられたエー
ジェントを p1, . . . , pn で表す.

次に, p1 から順に席を選択していく. 式 1により席位置
による効用の差異は排除しているため，本実験では, 最初
の順番となるエージェント p1 はグラフ Gにランダムに配
置する．２番目以降のエージェント pi(i ≥ 2)は，まず，既
に席を決定しているエージェント pj(j < i)に対して，その
好感度 fpi(pj)を確認する．エージェント pj の中に好感度
fpi

(pj)が上位 8番以内となるエージェントが存在する場
合，そのエージェントの周囲等，自身 piの効用 Upi

(s, fpj
)

が最大となる席を空席から選択する．一方，好感度 fpi
(pj)

の上位 8人となるエージェント pj が存在しない場合，周
囲に最も多く空席を確保できる席を選択する．この手順を
全てのエージェントが席を選択するまで繰り返し，最終的
な席配置を決定する．

図 2 貪欲配置による席配置

4.3 最適性・安定性を考慮した席配置
その他の主な席配置法として，先生による全ての席の決

定がある．これは各生徒の関係性を考慮し，教室全体のバ
ランスを考えて先生が全ての席を決定するものである．こ
れは席配置の目的により，いくつかの方法が考えられる
が，本論文では，以下の 3つの席配置方法について考える．
1つ目は生徒全員の効用の最大化を図る配置である．これ
は，2.2節で定義した最大効用配置に対応する．2つ目は，
各エージェントが定められた配置に不満を抱かないように
生徒全員の効用の最大する配置である．これは，2.3節で
定義した最大安定配置に対応する．3つ目は，最も効用が
低くなるエージェントの効用を可能な限り高い水準へと底
上げをし，全体の公平を図る配置であり，これは 2.4節で
定義した maximin配置に対応する．以下では，これらの
席配置を求める局所探索アルゴリズムについて説明する．
4.3.1 最大効用配置
最大効用配置を求める局所探索アルゴリズムについて説

明する．まず，初期配置として 4.1節のランダム席配置を
与える．その後，配置されたすべてのエージェントの組に
対して，その組のエージェントを入れ替えたときの席配置
の全体効用を計算する．そして，全ての組の中で全体効用
が最も増加する組のエージェントを入れ替える．全体効用
が増加するエージェントの組が存在しないとき，アルゴリ
ズムは終了する．
図 3は，最大効用配置に対する局所探索アルゴリズムの

流れを示したものである．左側の処理が全体効用を確認す
るメインルーチン，右側が席位置を交換する処理を行う
サブルーチンである．ある時点の席配置 sに対して，エー
ジェント pとエージェント q の席交換を行った席配置 s′

とする．このとき，s′ に対する全体効用
∑n

p=1 Up(s
′, fp)

を計算する．これを全てのエージェントの組み合わせに
対して行う．全ての組み合わせのうち，最も全体効用が
増加する組み合わせ (p, q) の配置を入れ替え，その席配
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図 3 局所探索アルゴリズムによる最大効用配置

置を s′ とする．s := s′ として，この処理を繰り返す．∑n
p=1 Up(s, fp) <

∑n
p=1 Up(s

′, fp)となる組み合わせ (p, q)

が存在しないとき，アルゴリズムは終了する．
4.3.2 最大安定配置
最大安定配置に対する局所探索アルゴリズムを以下に

示す．

図 4 局所探索アルゴリズムによる安定配置

図 4に安定配置とする処理の流れを示す．左側の処理が
安定性を確認するメインルーチン，右側が席位置を交換す
る処理を行うサブルーチンである．全エージェント数を n

として，最大効用配置のときと同様に局所探索を行い，エー
ジェント (p, q)を交換した場合の席配置 s′ における効用を
全ての (p, q)の組み合わせにて求める．その後，あるエー
ジェント pの効用及び席交換を行なった先のエージェント
qの効用が共に上昇している，つまりUp(s, fp) < Up(s

′, fp)

かつ Uq(s, fq) < Uq(s
′, fq) の組み合わせの中で，全体効

用
∑n

p=1 Up(s
′, fp)が最大となる席の入れ替えを行う．こ

の交換処理を行い新たな席配置 s′ とした後，再度処理を
繰り返し行い，全エージェントに対して局所探索を行う．
安定配置では最大効用配置と終了条件が異なり，全ての

(p, q) の組み合わせにおいて Up(s, fp) < Up(s
′, fp) かつ

Uq(s, fp) < Up(s
′, fp)となる組み合わせが存在しないとき，

アルゴリズムは終了する．
4.3.3 maximin配置
maximin配置を求める局所探索アルゴリズムについて説

明する．図 5にmaximin配置を行う処理の流れを示す．左
側の処理がメインルーチン，右側が席位置を交換する処理
を行うサブルーチンである．全エージェント数を nとし，
現在の配置 sにおいて，最も効用 Up(s, fp)が低いエージェ
ント pに対して局所探索を行う．現在の席配置 sよりエー
ジェント p ∈ P と他のエージェント q ∈ P \ {p}を交換し
た席配置を s′ とする．全てのエージェント q ∈ P \ {p}と
pの入れ替えた席 s′ に対して, エージェント pの個人の効
用 Up(s

′, fp)及び全体効用
∑n

p=1 Up(s
′, fp)を計算する．p

に関する全ての組み合わせの中で全体効用
∑n

p=1 Up(s
′, fp)

が最も増加した席配置 s′ に対して，Up(s, fp) < Up(s
′, fp)

ならば，s := s′ とする．そうでなければ，アルゴリズムは
終了する．

図 5 maximin 配置

5. 実験の設定
本節では，6 節で行う計算実験に用いるモデルを説明

する．

5.1 グラフ
一般的に日本の教室における席配置は格子状である．

よって，6節で行う実験では，一般的な 40人規模の学級に
おける教室の席配置に対応する行数 7，列数 6の対角格子
グラフ GD(7, 6)を用いて実験を行う．

5.2 好感度
一般に各人は自分に近い相手に対しては直接好感度を

有しているが，それほど近くない相手に対しては，直接的
ではなく，間接的な好感度を有している．つまり，自身に
近い相手にとって，好感度の高い第三者は，自身にとって
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も好感度が高い人となりやすい．一方，自身に近い相手に
とって，好感度が高くない第三者は自身に対しても好感度
が高くなりにくい．
本研究では，上述の好感度をトーナメントグラフを用い

て表現する．まず，エージェント集合 P に対して，各エー
ジェント p ∈ P を頂点とした重み付きトーナメントグラフ
T = (P,E)を与える（図 6）．トーナメントグラフ T にお
けるエージェント pから q の距離 dist(p, q)を心理的距離
とする．このとき，pから qへの心理的距離 dist(p, q)の逆
数をエージェントの好感度として定義する．すなわち，

fp(q) =
1

dist(p, q)
(4)

とする．このようにして定義された好感度は，心理的距離
が近い相手に対しては高くなり，心理的距離が遠い相手に
対しては低くなる．

図 6 トーナメントグラフ T = (P,E) による心理的距離の付与

例として，4 人のエージェント p1，p2，p3，p4 に対す
るトーナメントグラフ T を図 6 に示す．図 6 において，
エージェント p1 からエージェント p2 への心理的距離
は dist(p1, p2) = 10 であり，エージェント p2 からエー
ジェント p1 への心理的距離は dist(p2, p1) = 90 となる．
したがって，p1 から p2 への好感度は心理的距離の逆数
である fp1(p2) = 1/10 となり，p2 から p1 への好感度は
fp2(p1) = 1/90となる．
6節の計算実験では，トーナメントグラフ T の頂点数を

42とし，各辺の重みを 1～100の値でランダムに定める．

5.3 効用
6節の計算実験では， 2.1節で導入した位置の優位性を

排除した式 1で表される効用を用いる．

図 7 配置例

図 7は，対角格子グラフ GD(3, 3)に 4人のエージェン
ト p1，p2，p3，p4を配置した例である．このとき，各エー
ジェントの好感度が図 6のトーナメントグラフ T に基づく
とすると，エージェント p1 の効用は

Up1(s, fp1) =
fp1

(p2) + fp1
(p3) + fp1

(p4)

|N(s(p1))|

=
0.1 + 0.025 + 0.02

3

≒ 0.0483

(5)

となる．

6. 計算実験と考察
本実験では，以下の手順で進める．まず，5節で説明し

たトーナメントグラフ T の辺に一様ランダムに重みを付与
し，各エージェントの好感度を定める．その後，対角格子
グラフGD(7, 6)に対して，4節で説明した 5種類の席配置
方法に基づき，席配置をそれぞれ求める．以上の手順を 1

回の試行として，1000回繰り返す．

6.1 実験結果

表 1 実験結果
エージェント エージェント エージェント

席配置法 全体効用 の効用の分散 の最大効用 の最低効用

ランダム配置 1.841 0.001352 0.1929 0.01531

貪欲配置 2.781 0.002980 0.2651 0.01834

最大効用配置 5.086 0.01518 0.5428 0.01798

最大安定配置 4.225 0.006897 0.3752 0.02200

maximin 配置 3.448 0.006941 0.3784 0.02145

表 1は，それぞれの席配置方法における 1000回の試行
の平均を示したものである．全体効用は，全試行の結果を
平均化し示したものであり，効用の分散は各回の席配置を
行なったときの，各エージェントの効用のばらつき具合を
表している．最大効用は席配置を行なったときに，その配
置にて最も効用の高かったエージェントの効用の結果を平
均化しており，同様に最低効用は，各配置における最も効
用の低かったエージェントの効用の結果を平均化して示し
ている．また今回の全 1000回の実験において，最大安定
配置のみ全ての実験で安定配置となり，ほかの席配置方法
では一度も安定配置とはならなかった．

6.2 考察
6.1節から得られた各席配置方法の特徴を表 2にまとめ

る．公平性は安定性，各エージェントの効用の分散，最低
効用と最大効用の差から総合的に評価した．
ランダム席配置においては，各エージェント間の効用の

分散は最も小さくなったが，安定配置とはならず，全エー
ジェントの効用の総和で示される最適性は最も低い結果と
なった．このため，ランダム席配置は席替え法として良い
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表 2 結果の総評
席配置法 全体効用 公平性
ランダム配置 × ○
貪欲配置 △ ○
最大効用配置 ◎ ×
最大安定配置 ○ ○
maximin 配置 ○ △

方法とはいえない．一方．貪欲配置では，全体効用がラン
ダム席配置よりもやや大きくなった．また，分散はそれほ
ど大きな値とはならなかったが，安定配置とはならず，他
の席配置法と比べて良い席替え方法であるとは言い難い．
最大効用配置および最大安定配置，maximin 配置は局

所探索アルゴリズムを用いた方法であり，全体効用はラン
ダム，貪欲配置よりも大きく向上している．局所最適では
全体効用は最も高い結果を示しているが，最も効用が高い
エージェントと低いエージェントとの差も最大となってお
り，その効用の分散も他の方法よりも桁が一つ大きくなっ
ている．このため，最大効用配置は各エージェントにとっ
て最も不公平感の強い席配置方法であるといえる．また，
最大安定配置，maximin配置は，共に全体効用がある程度
高い値となっており，分散，最大効用，最低効用も両配置
は近い結果となっている．最大安定配置，maximin配置の
分散はランダム配置，貪欲配置よりも若干悪化しているが，
どちらの配置法も最低効用が向上しているため不公平感は
それほど高くないといえる．しかし，全体効用においては
最大安定配置とmaximin配置では差が出ており，また，最
大安定配置では安定配置となっていることを考慮すると，
最大安定配置がより優れた席配置法であるといえる．
以上より，本実験設定のもとでは，全体効用及び安定性，

分散，最低効用等より判断される公平性の観点から，最大
安定配置が席替え法として最も妥当な方法であるといえる．

7. おわりに
本論文では，席替えの数理モデルを提案することにより，

一般に広く行われる各席替え法が各エージェント及びその
全体に与える影響を評価した．
はじめに，席配置をエージェントのグラフの頂点への割

り当てとしてモデル化した．本論文では，特に最大効用配
置，最大安定配置，maximin配置という 3つの席配置問題
を定式化した．3節では，最大効用配置問題と最大安定配
置問題が平面 3-正則グラフにおいて NP-困難であることを
示すとともに，一般グラフで n1−ϵ-近似困難であることを
示した．
一方，計算実験では，一般に広く行われている席配置方

法であるランダム配置，貪欲配置および局所探索アルゴリ
ズムを用いた席配置法にて，その席配置法の評価を行った．
局所探索アルゴリズムではエージェント全体の効用最大化
を図った最大効用配置，各エージェントが不満を抱かない

様に考慮した最大安定配置，最も効用の低くなるエージェ
ントの底上げを図った maximin配置を行なった．この 5

種類の席配置方法を 40人規模の教室を想定した問題例に
対して計算実験を行い，各席配置法の妥当性を評価した．
その結果，今回の実験設定のもとでは，全体効用と公平性
の両方を兼ね備えた最大安定配置が妥当な席配置であると
結論づけた．

7.1 今後の課題
今後の課題としては，他のグラフクラスによる計算困難

性，多項式時間 (近似)アルゴリズムの設計などが挙げら
れる．
計算実験では，一般的な 40人規模の学級における教室

をモデル化した対角格子グラフを用いたが，本実験で用い
た席配置法，評価法は一般グラフを対象にしても用いるこ
とができる．よって，今後は様々なグラフにおける席配置
についても評価していきたい．
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