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Abstract:. We propose a model for organizing university timetables that focuses on the use of the previous year's timetable. The 

method is based on a genetic algorithm that is compatible with the data structure of this study. We have confirmed that the model can 

output an operational and natural timetable within a short period of time for actual university conditions. 

 

１． まえがき 

大学の時間割作成は，現在も大半が手作業で行われ

ており，単年度分の時間割を作成するために約半年の

期間が費やされている[1]．大学の時間割作成は，学科

ごとに前年度運用されていた時間割からの変更点を矛

盾なく編成できるように調整する作業が中心である．

この時，科目同士の入れ替えが何回必要か不明な場合

を考慮する必要がある． 

そこで，本研究では遺伝的アルゴリズム(GA)[2]を用

いた時間割作成を検討している．GAも用いることで，

入れ替え操作自体を考慮することなく短時間で同様の

探索を行うことが可能となる点に注目し，本学応用情

報工学科について時間割を作成した結果を示す． 

 

２． 時間割作成の考え方 

２． １ 時間割作成で用いるデータ 

 入力データとして，科目・教員データ，前年度時間

割の配置から移動する科目のデータ，前年度時間割の

データを与える． 

２． ２ 時間割作成問題での GA モデル 

本研究で扱う GAのデータ構造は，Figure1 に示すよ

うに取り扱う科目が一列に並んでいるもの(1 つの完成

された時間割)を 1 個体とし，それぞれの科目が月曜日

1 限から土曜日 5 限までの 1 週間の曜日時限番号を染

色体として持つ形で表現する．実験等の 2 時限連続で

実施する科目も 1 科目として扱う． 

 

Figure 1. An example of data structure 

２． ３ 時間割評価の考え方 

時間割の評価として，Figure1 に示すように，GA に

よる生成個体と前年度時間割の配置からハミング距離

を求めることとする．これは，実際の時間割作成にお

いて「可能な限り前年度の時間割から科目を移動しな

い」という思想があり，それを解の評価へ組み込むた

めである． 

 

３． 時間割作成での条件と評価 

３． １ 制約条件 

 GA における適応度として，違反してはならない条

件(ハード条件)と違反しても運用は可能な条件(ソフト

条件)を用意し，ペナルティ方式で解を評価する． 

３． １．１ ハード条件 

 ハード条件とは，違反してはならない条件(エラーに

相当)であり，この条件は以下のものである． 

 ・教員は同時限に授業を１つのみ担当 

 ・各科目は対象とする学年・学期に対して配置 

 ・必修科目は同時限に１つのみ配置 

 ・実験等の特殊な科目は予め指定されたコマに配置 

 違反点は各 100 点とし，これらを違反した個体が 

淘汰される． 

３． １．２ ソフト条件 

 ソフト条件とは，違反しても運用は可能な条件(ワー

ニングに相当)であり，この条件を Table1 に示す． 

 

Table 1. Soft constraints 

制約条件 違反点 

前年度時間割とのハミング距離が１増加 10 

空きコマが１個増加 1 

１・５限に配置する授業が１個増加 1 

３．２が期待通りに動作できない 1 

１：日大理工・院(前)・情報 ２：日大理工・教員・情報 
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Table1 は，各制約条件の概要と違反したときの違反

点を示している．「３．２が期待通りに動作できない」

とは，後述する３．２での各操作を適用しようとする

と時間割が成立しなくなることを指す． 

また，ハード条件の違反点は十分に大きな値が与え

られ早々に淘汰されるため，実質的に解の評価に関わ

るのはソフト条件の違反点である． 

３． ２ 手作業の時間割作成で考慮される高度な処理 

 実際の時間割作成作業で考慮される以下の処理をプ

ログラム内で組み込む． 

(a) 教員ごとに希望する担当形式の設定 

(b) 指定した科目を前年度から動かさない 

(c) 移動科目の指定した曜日時限への配置 

 

４． 結果と考察 

４． １ 対象とする時間割 

本研究で対象とした時間割は本学応用情報工学科の

ものである．この規模を Table2 に示す． 

 

Table 2. Scale of applied timetable 

 前期 後期 通年 全体 

科目数 31 23 6 60 

教員数 31 31 31 31 

学年数 3 3 3 3 

 

時間割のサイズは，前期・後期両学期，３学年の月

曜日１限~土曜日５限の範囲を扱うため，コマ数として

は 180 コマである． 

４． ２ GAのパラメータ 

 GAのパラメータとして設定した値をTable3に示す． 

 

Table 3. GA parameters 

項目 パラメータ 

世代数 5000 

個体数 100 

遺伝子長 60 

選択確率 評価値：1 位 0.02，最下位 0.00 

交叉確率 95% 

変異確率 10% 

 

４． ３ 結果と考察 

 前年度からの変更を想定し，移動科目として前年度

の時間割で水曜日に設置されている２年生の全５科目

を与え，３．２を順に適用して時間割を作成した． 

Table 4. Average evaluation value and computation time 

 
追加操

作なし 

(a)のみ

追加 

(b)のみ

追加 

(c)のみ

追加 

平均評価値 154.5 152.1 152.6 195.3 

平均処理 

時間[s] 
128.9 146.8 127.2 128.3 

 

Table4 の平均処理時間から，2 分~2 分半程度の処理

時間で運用可能な時間割が作成された．これは，白紙

から時間割を作成するのではなく，現実に即して前年

度時間割における「科目の入れ替えによる作成」を考

えることで解空間が限定され，短時間で解の探索を行

うことができたからである． 

処理時間は３．２の(a)のみを追加した場合が最も時

間がかかっており他はほぼ変わらない．これは評価値

の計算を教員人数回行っているからである． 

また，評価値は(c)のみを追加した場合が最も点数が

大きくなっている．(c)では，移動科目を全て指定した

コマに移動させることで，同時限における教員被りの

回避などによる科目の入れ替えが起こり，前年度時間

割とのハミング距離が大きくなることが原因である． 

 前年度時間割とのハミング距離を用いて時間割を作

成することで人間の目から見ても自然な時間割が作成

された． 

 

５． まとめ 

 手作業では長時間を要する時間割作成を GA を用い

て短時間で自動作成することについて検討した．前年

度の時間割を評価における比較対象として利用するこ

とで「良い時間割」を効率的に探索でき，より現実で

運用されている時間割に近い形で作成ができた． 

 今後は学生にアンケートを実施し制約条件の精査を

行い「良い時間割」の指標を組み込んで検討していく． 
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