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粒子の自律性と相互作用に基づく
セルオートマトン PSO の提案
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概要：本研究の目的は現実問題の最適化に対する実用的な手法を開発することである．応用における使
いやすさと拡張性は最適化手法の実用性を高めるために重要である．本論文は，粒子群最適化（Particle

Swarm Optimization: PSO）に対して，解探索における収束性能の問題点を解決し，実問題に対するメタ
ヒューリスティクスとしての有効性を高めるために，セルオートマトン（Cellular Automaton: CA）の考
え方を導入したセルオートマトン PSO の提案を試みる．提案手法は，各粒子を群全体で制御せず，近接最
適性原理に基づく行動ルールで自律的に行動させ，近傍との相互作用を促すことで解探索を行う．このよ
うにして，提案手法は，探索中の最良位置に対する過度な収束を防ぎ，大規模，かつ複雑な設計空間にお
いて効果的な解探索を行うことができると考えられる．本論文では，連続関数を用いた数値実験により，
実問題への適用を想定した手法の枠組みとしての提案手法の有効性を示す．
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Abstract: The purpose of this study is to develop a practical method for optimizations of real-world problems. The usability and extensibility of the optimization methods are important to improve the applicability
for practical use. This paper attempts to overcome the problem of the search of Particle Swarm Optimization (PSO) and improve the eﬀectiveness of PSO for the optimization of practical problems. The proposed
method, named Cellular Automaton Particle Swarm Optimization (CAPSO), introduces the concept of Cellular Automaton (CA). Instead of the control of swarm in the conventional PSO, the proposed method
searches solutions by promoting the interaction of each particle. Thus, in this method, each particle autonomously moves to improve its state through the reference of neighbors, following the action rule based on
Proximate Optimality Principle. In this way, CAPSO prevents the solution search from falling into a local
solution and performs an eﬀective search in a problem including the large-scale and complicated design space.
In this paper, numerical experiments applying several continuous functions are presented to demonstrate the
eﬀectiveness of the proposed method as the methodological framework for practical problems.
Keywords: optimization, particle swarm optimization, autonomy, interaction, cellular automaton
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1. はじめに
現実問題を対象とした最適化問題は，人も含めた様々な
要因の影響により，数値解析が有効な定式化を行うことが
困難である．そのため，多くの問題は組合せ最適化問題と
して扱われることになる．さらに，解の実用性を高めるた
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めには，複雑な制約条件や様々な目的，不確定要素などを

に POP に基づいて個々の粒子間の相互作用を考慮した記

含めた設計空間を扱うことが求められる．したがって，一

述が行われる．このようにして群れの動きを実現すること

意的に最適解を探索することは困難であり，状況の変化や

で，個々の粒子の簡潔なルールで構成されながら，既存の

用途に応じた柔軟性，および頑健性を持つ実用的な解を求

PSO がかかえる大規模，かつ複雑な設計空間における初期

めることが重要である．近年，問題に依存することなく効

収束の問題解決を図る．さらに，現実問題への適用の際に

率的な解探索を行える手法の基本的な枠組みとして，メ

は，個々の問題に応じて手法の設計を行うことが有効であ

タヒューリスティクスの応用に関する研究が行われてい

り，問題の知識を組み込む枠組みを提供することで，最適

る [1]．しかしながら，現実問題へ適用するためにはさら

化の有効性を向上させることができると考えられる．本論

なる改良が必要であり，それにともなってパラメータ設定

文では，連続関数を用いた数値実験により，既存の PSO と

が複雑化するなど手法の汎用性が損なわれることがある．

比較した探索性能，および実問題への適用を想定した手法

メタヒューリスティクスは，ノーフリーランチ定理 [2] に

の枠組みとしての提案手法の有効性を示す．

よって，あらゆる問題において有効な探索性能を持つこと
は不可能であることが指摘されている．この定理より，現
実問題では，対象問題の知識を利用して最適化を行う手法

2. 現実問題に対する最適化
2.1 メタヒューリスティクスの適用

の開発，または改良が有効であることが示唆されている．

現実問題を対象とした最適化は，解に求める実用性に応

粒子群最適化（Particle Swarm Optimization: PSO）[3],

じてより複雑なものとなる．これは，制約充足や多目的最

[4] は，近年広く用いられているメタヒューリスティクスの

適化，不確実性への対応にともなうものである．これらを

1 つである．PSO は，生物の群れとして組織化された行動

考慮して設計された最適化では，複雑な空間内で大域的な

を模倣したアルゴリズムである．個々の粒子は近接最適性

探索と局所的な探索の両方が求められるため，計算精度と

原理（Proximate Optimality Principle: POP）[5] に基づ

コストのトレードオフを考慮した手法が必要となる．

いて移動し，粒子間の相互作用によって探索が行われる．

メタヒューリスティクスとは発見的近似手法の枠組みであ

PSO では，gbest のような集団全体に多大な影響を与える

り，遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm: GA）[13], [14]

情報によって高い計算効率を得られるが，初期収束のよう

や PSO [3], [4] はそのような手法として扱われている [1]．

な解探索を妨げる要因となる可能性も含んでいる．そのた

適用問題に依存しない汎用性と計算効率を持つことがメタ

め，粒子の速度更新式を対象とした改良が数多く行われて

ヒューリスティクスに求められることである．現実問題で

いる [4]．しかしながら，これらの改良により決定すべきパ

は，問題に応じた改良によって，実用的な解探索を行うこ

ラメータの設定が複雑化し，手法の汎用性や問題に応じた

とが一般的である [15]．そのため，手法の基本性能の向上

拡張が困難になる傾向がある．よって，対象問題への自動

と応用に関する研究がそれぞれ行われている．

的な適応 [6], [7] や粒子群の集中化と多様化を繰り返す探

本論文は，前者の基本性能の向上を目的としながら，後

索 [8], [9], [10] のような実用性を考慮した改良が行われて

者も視野に入れた手法の開発を試みる．つまり，手法の適

いる．

用のしやすさと汎用性に加えて，現実問題に対する改良の

本論文では，現実問題の最適化に対する改良を視野に入

しやすさと拡張性を持たせることで，計算効率のトレード

れた実用的なメタヒューリスティクスとして，セルオート

オフを克服することを目指す．このようなアプローチによ

マトン PSO（Cellular Automaton PSO: CAPSO）を提案

り，メタヒューリスティクスとしての有効性を向上させる

する．複雑な事象をモデル化する際，事象を直接定式化す

ことができると考えられる．

るトップダウン型のアプローチは難しく，個々の要素とそ
れらの相互作用を記述することによるボトムアップ型のア

2.2 PSO の現状と課題

プローチが有効である [11]．セルオートマトン（Cellular

PSO は，鳥の群れが餌を探す行動から導かれた「情報を

Automaton: CA）[11], [12] は，ボトムアップ型のアプロー

群れで共有している」という仮定に基づく最適化手法であ

チを行う際に有効な手法である．既存の PSO に対する改

る [3], [4]．ソフトコンピューティングの分野では進化的計

良 [4] は，群れの制御に着目したトップダウン型のアプロー

算や群知能として扱われており，同様の考えに基づく手法

チに近く，手法の複雑化を招く傾向があると予想される．

としてアリ [16] やハチ [17] の行動を模倣した最適化手法も

これに対して，提案手法は，PSO のメカニズムを解析し，

提案されている．これらの手法は，個体の行動の解析から，

個々の粒子の行動を CA におけるセルの状態遷移のよう

集団としての相互作用が生じるよう定式化されている．つ

に簡潔なルールとして記述することで，相互作用に基づく

まり，個体を統一的に制御する規則は存在せず，個々の自

探索を実現する．この行動ルールでは，既存の PSO にお

律的な行動から群れが形成される過程がアルゴリズムとし

ける gbest や lbest のような群れの組織化に大きな影響を

て記述されている．

与える情報を取り除き，局所的な自己組織化が生じるよう

c 2014 Information Processing Society of Japan
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て，群れの自己組織化が実現される．t + 1 回目の移動を行

用的な手法より，適用問題の知識を利用した手法の方が最

うとき，粒子 i の j 次元の位置 xtij は，式 (1) より求めた速

適化に有効であることが示されている．そのため，基本的

t+1
vij

度
を加えることで，xt+1
ij となる．w は慣性項であり，
t
前回の速度 vij に対する重みである．c1 ，c2 と rand1 ()ij ，

な探索性能に加えて，適用問題に応じた改良を容易に行え

rand2 ()ij は，t 回目の移動を行うときの最良の位置との差

めに有効と考えられる．

に対する重みと 0 から 1 の間に分布する一様乱数である．
なお，pbesttij は粒子 i が t 回の移動の中で見つけた最良の

ることがメタヒューリスティクスの実用性を向上させるた

3. セルオートマトン PSO

位置情報であり，gbesttj は全粒子が t 回の移動の中で見つけ

基本的な探索性能に加えて，汎用性や拡張性の高いメタ

た最良の位置情報である．粒子間のネットワークモデルに

ヒューリスティクスとして，CAPSO を提案する．本論文

よって，gbest ではなく，特定の粒子群の最良の位置情報で

では，PSO の探索過程において，特に粒子の行動に着目し

ある lbest を用いる PSO も提案されている [3]．また，慣性

た解析を行った．そして，個々の粒子の行動を CA の考え

項 w は，式 (2) に示すように，探索の推移とともに大域探索

方に基づいて記述することで，新たな枠組みを持つ PSO

から集中的な探索へと移行するような LDIWM（Linearly

を開発した．

Decreasing Inertia Weight Method）[1], [4] に基づくパラ
メータ調整が広く用いられている．ここで，wmax ，wmin
は慣性項の最大値，最小値であり，tmax は探索の最大繰返



t
= w · vij
+ c1 · rand1 ()ij · pbesttij − xtij


+ c2 · rand2 ()ij · gbesttj − xtij

wt = wmax −

基本的な PSO [3] においては，粒子は gbest へ近づくこ
とで状態の改善と gbest の近傍探索を行う．これは，
「良い

し回数である．
t+1
vij

3.1 手法の概要

wmax − wmin
×t
tmax

解どうしは似通った構造を持っている」という近傍最適性
原理（Proximate Optimality Principle: POP）[5] に基づ

(1)
(2)

く行動と見なすことができ，PSO の探索において最も重
要と考えられる．一方，速度更新式に含まれる pbest は，

gbest に対する過度な収束を防ぎ，個々の粒子が探索した

基本的な PSO は，gbest を用いて移動する方向と速度を

情報に基づく局所探索を促す効果がある．また，群れが収

決定する．これにより，特に集中的な探索性能が向上し，

束する前は，粒子の大域探索能力を高める役割も果たして

効率的な最適化を行うことができる．しかしながら，式 (1)

いる．しかしながら，基本的には最良の位置へ移動するこ

に示すように gbest と pbest との位置の差に基づいて速度

としかできない．つまり，各粒子を群れとして制御するオ

が決定されることから，すべての粒子が参照する gbest の

ペレータは存在しなくても，速度更新式は群れの形成に強

更新が行われにくい複雑な設計空間において初期収束が生

い影響力を持っていることを意味している．

じる可能性が高い．特に，多峰性を有する設計空間におい

CA [11], [12] とは，格子状のセルと簡単な状態遷移ルー

て，粒子群が早期に収束しやすいという問題がある．この

ルによって様々な事象をモデル化する手法である．CA の

解決を行うために，速度更新に関するパラメータの制御，

モデル化は，近傍のセルどうしの相互作用を記述すること

および調整や集団モデルの検討による手法の改良が行われ

で行われる．複雑な事象は，数式で直接表すことが非常に

ている．前者は，繰返し回数を用いて探索の推移に応じた

困難であり，一部の状況のみを定式化するなどモデルの有

大域探索と集中探索の重みを制御するもの [4], [6] や，粒

効性が限られたものとなる．これに対して，複雑な事象を

子の集中と発散を繰り返すことによる持続探索を行うよう

直接記述するのではなく，事象を構成する個々の要素とそ

改良されたもの [8], [9], [10] がある．一方，後者では，粒

れらの関係性を記述することでモデル化するのが CA のア

子全体ではなく，近傍の粒子のみと情報共有を行うような

プローチである．このアプローチにおいて，セルどうしの

相互作用のモデルの変更が検討されている [3]．同様のア

相互作用によって要素間の組織化が自動で行われる過程を

プローチとして，粒子をクラスタに分け，複数の群れが情

解析することは，複雑系の解明に有効であると期待されて

報共有を行いながら探索する手法 [7] や本論文とは異なる

いる [11], [20]．

視点からセルオートマトンの概念を取り込むことで格子状

CAPSO では，このようなアプローチに基づき，個々の

に分割された設計空間における近傍情報を扱う手法 [18]，

粒子が他の粒子や近傍の環境を参照し，移動方法を決定す

gbest に対する行動に着目した改良 [19] も行われている．

ることのみを行動ルールとする．CAPSO の粒子群は図 1

このように，多くの PSO の改良は，粒子の群れとして

のように行動する．ここで，環境とは設計空間における位

の行動に着目して行われている．しかしながら，改良にと

置や評価であり，粒子間の位置関係を距離として扱う．提

もなうパラメータの増加のような手法の複雑化により，問

案手法では，POP に基づく行動を行うために，距離の近い

題に応じたさらなる改良が困難になる可能性がある．ノー

粒子を優先的に参照することで，近傍環境における制約条

フリーランチ定理 [2] において，適用問題に依存しない汎

件や目的関数値のような様々な要素から相対的に粒子の評

c 2014 Information Processing Society of Japan
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図 2 粒子の移動

Fig. 2 Movement of particle.

提案手法では，STEP2-1 において，各粒子が他の粒子と
の距離を求めることで個々の近傍環境との関係性を認識す
図 1

粒子群の行動と環境の変化

Fig. 1 Influence of particles’ actions on environment.

る．STEP2-2 では，ルーレット選択によって参照相手を決
定することで，低確率で遠い粒子を参照した大域的な探索
も可能としている．STEP2-3 では後述する手順で行動し，

価を行う．これにより，各粒子は，主に近傍との関係性か

生成された次の状態の候補は，STEP2-5 のように自身の状

ら自身の状態を改善するために行動し，近傍環境へ変化を

態が改善するなら更新を行い，そうでなければ悪化受理率

与えていく．そして，このような近傍環境の変化が群全体

に従って更新，または更新せずにその場にとどまるかどう

で行われることで，全体の環境の変化が各粒子に影響を与

か決定する．

えることになる．この相互作用は CA やマルチエージェン

上述の STEP2-3 において，各粒子の行動は，設計空間

トシステムにおいて創発特性と呼ばれるものであり [21]，

と行動ルールに基づいて決定される．本論文では関数最適

CAPSO では設計空間上の局所的な探索と大域的な探索が

化問題を対象に有用性を検証することから，設計変数は既

行われる．各粒子は，上述の既存の PSO の解析から得ら

存の PSO と同様に各次元の変数値である．行動ルールは，

れたように，自身より優れた相手へ近づくことを中心とし

参照相手との関係性に基づいて図 2 に示す 3 つの移動方

た行動を行う．このとき，行動ルールは，gbest などの相

法の 1 つ，または複数を適用することで次の状態の候補を

互作用に強い影響を与える要素ではなく，粒子間の関係性

生成する．また，粒子間の距離計算にはユークリッド距離

のみで記述される．したがって，このようなメカニズムで

を用いる．

解探索を行うことができれば，各粒子の行動ルールを問題

n 次元の変数を持つ関数へ適用する際，ある粒子 A

に応じて変更するだけで適用可能な手法を実現できると考

について，探索の繰返し回数が t のときの設計変数を


xtA = xtA1 , xtA2 , . . . , xtAn ，状態を stA = xtA と表すと，粒

えられる．

子 B を参照した際の次の状態の候補 ct+1
A を生成するとき

3.2 アルゴリズム
提案手法では，次の手順で探索が行われる．

STEP1

各粒子の初期状態をランダムに決定し，繰返し
回数 t = 0 とする．

STEP2

の各移動方法の手順は以下のとおりである．
＜接近＞

STEP 1A

各次元の変数値のカウンタ i = 0 とする．

STEP 2A

粒子 A と B との距離に基づいて算出した移動
量 disp と次元 i における変数値の差 | xtAi −xtBi |

各粒子がルールに基づいて行動する．

STEP3

t = t + 1 とし，t が設定された回数となるまで
STEP2 を繰り返す．

を比較し，小さい方を移動の上限値 L とする．

STEP 3A

元 i の移動量を ΔxAi = r × L とする．

ここで，STEP2 は各粒子へそれぞれ適用される．各粒子
の行動は以下のとおりである．

STEP2-1

全粒子との距離を計算する．

STEP2-2

全粒子に対して距離の近い順に順位付けし，
ルーレット選択によって参照相手とする粒子を

STEP 4A

参照相手との関係性に基づいて選択した行動
によって次の状態の候補を生成する．

STEP2-4

生成した次の状態の候補を評価する．

STEP2-5

次の状態の候補から最良の状態を選択し，今以
上の状態であれば更新を行い，そうでなければ

t
xt+1
Ai = xAi − ΔxAi とする．

STEP 5A
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i = i + 1 とし，i < n なら STEP 2A へ戻り，
候補の変数値が決定すれば終了する．

＜反発＞

STEP 1B
STEP 2B

各次元の変数値のカウンタ i = 0 とする．
粒子 A と B との距離に基づいて算出した移動
量 disp を移動の上限値 L とする．

STEP 3B

[0 : 1] の一様乱数 r と移動の上限値 L から次
元 i の移動量を ΔxAi = r × L とする．

悪化受理率に従って確率的に更新するかどうか
決定する．

xtAi ≤ xtBi なら次の状態の候補の変数値

t
t
t
を xt+1
Ai = xAi + ΔxAi とし，xAi > xBi なら

決定する．

STEP2-3

[0 : 1] の一様乱数 r と移動の上限値 L から次

STEP 4B

xtAi ≤ xtBi なら次の状態の候補の変数値
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t
t
t
を xt+1
Ai = xAi − ΔxAi とし，xAi > xBi なら

xt+1
Ai
STEP 5B

=

xtAi

予想される．このような行動は，既存の PSO では困難であ
り，大域探索能力の向上に有効と期待される．3 つ目の均

+ ΔxAi とする．

i = i + 1 とし，i < n なら STEP 2B へ戻り，

衡は，同等の状態を持つ粒子間で，状態を大きく変化させ
ることなく移動し，局所的な探索を効果的に行えると考え

候補の変数値が決定すれば終了する．

られる．また，既存の PSO における pbest を利用した速度

＜均衡＞

STEP 1C

各次元の変数値のカウンタ i = 0 とする．

更新は，自身より優れた相手へ接近と均衡を適用すること

STEP 2C

粒子 A と B との距離に基づいて算出した移動

で，良い位置への収束と周辺の局所探索を実現できると予

量 disp と次元 i における変数値の差 |

xtAi −xtBi

|

を比較し，小さい方を移動の上限値 L とする．

STEP 3C

[0 : 1] の一様乱数 r と移動の上限値 L から次
元 i の移動量を ΔxAi = r × L とする．

STEP 4C

接近の STEP 4A と反発の STEP 4B のどちら
かをランダムに適用することで次の状態の候補
の変数値

STEP 5C

xt+1
Ai

を決定する．

i = i + 1 とし，i < n なら STEP 2C へ戻り，
候補の変数値が決定すれば終了する．

想される．このような様々な移動方法の適用は Kobayashi
らの研究 [23] においても取り組まれている．CAPSO では，
悪化受理による悪化の抑制によって，個々の粒子が状況に
応じて適切な移動を行い，自律的に状態改善を行うことが
できる．
このようにして粒子の行動ルールを設定することで，各
粒子は近傍を中心に状態を改善できる位置へ向けて移動
していく．この移動を繰り返すことで，各粒子が局所的に
探索した情報が全体へ伝わり，群れとしての収束を促すこ

ここで，粒子間の距離に基づいて決定される移動量 disp

とになる．CAPSO の相互作用は，集団として粒子を制御

と参照相手との関係性に基づく行動ルールは提案手法の性

する要素を行動ルールに含むことなく，参照相手との関係

能に大きく影響することから，4.1 節で述べる数値実験に

と移動方法に基づく簡単なルールによって実現される．さ

おいて，適切なパラメータの調査を行う．また，本論文で

らに，粒子間の関係性は個々の比較に基づいており，ルー

は，パラメータ設定を容易にするために，位置や移動量，

レット選択によって参照相手を決定することから，粒子の

距離をすべて [0 : 1] へ正規化して扱うこととする．

停滞が生じにくい．したがって，CAPSO は，個々の粒子
が状態を改善できる可能性が高い行動をルールとして記述

3.3 粒子の行動と相互作用
CAPSO において，粒子は，3.2 節で述べた手順で近傍の
粒子を参照し，状態を改善するために行動する．この行動
ルールは，3.1 節で述べた POP に従って記述することが重
要である．POP は多くの最適化問題に成立することが経
験的に知られており，GA や PSO が有効な問題の多くは

することで，集団の相互作用に基づく効率的な最適化を行
うことができると考えられる．

4. 提案手法の有用性の検証
本論文では，テスト関数に対する数値実験によって，

CAPSO の実問題に対する枠組みとしての有用性を検証す

POP が成り立つ設計空間を有する [22]．さらに，3.1 節で

る．検証では，CAPSO が実問題に対して有効な枠組みと

述べたように，既存の PSO における粒子の移動は POP に

して機能するための標準的なパラメータの調査を行い，特

基づくと考えられる．よって，提案手法では，3 種類の移

性の異なる関数において既存の PSO との探索性能を比較

動から粒子間の関係性に基づいて適切なものを適用する．

することで，その有効性を述べる．

まず，接近は参照相手が自身より優れているときに有効
と考えられる．既存の PSO における粒子の移動は gbest に

4.1 パラメータの調査

対する接近ととらえることができ，この移動による状態の

CAPSO では，各粒子の行動に関するパラメータが結果

改善は POP に従うものである．よって，接近による状態

に影響を与える．そこで，行動の選択と移動量の決定方法，

改善は，粒子間の群れの形成を促すと期待される．次に，

悪化受理率に対する調査を行い，提案手法の基本的なパラ

反発は，自身より劣る粒子を参照した際に適用すること

メータ設定や探索性能を検証する．実問題では，多数の局

で，状態の悪化と探索の停滞を防ぐことができると考えら

所解を有する複雑な設計空間において解探索を行うことが

れる．ただし，過度な反発は粒子の収束を妨げるため，悪

一般的である．よって，本論文では，多峰性関数に対して

化受理による抑制が必要である．悪化受理とは，移動後の

有効なパラメータを標準とする．

状態が今より悪化する際に，設定された確率（悪化受理率）

まず，検証における行動選択の基本設定として，POP

に従って状態を更新するかどうか決定する処理である．悪

に基づき，行動する粒子と比べて相手の方が優れていれば

化受理率が低いほど状態の悪化を抑制できるが，過度な抑

接近を行い，悪ければ反発，同等であれば均衡を行うこと

制は局所解への収束を招く可能性がある．また，粒子が収

とする．なお，相手と同じ状態のときは，接近と均衡を行

束した際に，反発によって収束を抜け出すこともできると

えないことから，探索の停滞を防ぐために反発を行う．移
動量は，図 3 に示すように様々な方法を設定できる．基
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表 2 行動パターンごとの実行結果

Table 2 Result of each pattern.
パターン
基本
図 3

移動量の決定方法

Fig. 3 Determination of displacement.
表 1

A

行動ルールの変更パターン

Table 1 Modified patterns of action rule.
パターン
A
B
C
D

関係性
行動
相手の方が良い
接近/均衡
相手の方が悪い
反発
相手の方が悪い
反発/均衡
A と B の組合せ

B

移動量
P1/P1
P2
P2/P1

C

D

本設定では，式 (1) に示す PSO の速度更新と同じように，

悪化
受理率
10%
20%
50%
10%
20%
50%
10%
20%
50%
10%
20%
50%
10%
20%
50%

平均値

最良値

最悪値

8.092
6.898
7.829
6.054
6.699
7.231
6.909
6.193
177.294
6.990
7.380
6.799
5.594
4.918
198.490

1.990
0.995
2.987
2.449
2.985
2.986
2.985
2.032
136.417
1.990
1.990
2.985
2.170
2.136
161.881

12.934
13.929
10.947
11.940
10.945
12.936
12.894
10.899
190.415
13.929
12.934
11.940
9.299
10.109
215.092

標準
偏差
2.740
2.632
2.018
1.939
2.409
2.581
2.573
2.008
12.289
2.674
2.670
2.196
1.781
1.846
13.374

相手との距離が近いほど移動量の最大値が小さくなる図 3
の P1 のように決定する．なお，この移動量の最大値は，

3.2 節で述べた移動量の計算における移動の上限値 L に該

で，CAPSO の実問題に対する有効性を高められると考え
られる．数値実験では，Rastrigin 関数の返り値を評価値

当する．
次に，表 1 に示す 4 つの行動パターンと基本設定との比
較を行うことで，パラメータ設定の影響を検証する．表 1
は，基本設定に対する各パターンにおける行動ルールの変
更箇所を表している．たとえば，基本設定では，粒子の参
照相手が自身より悪い評価値を持つ場合は反発のみが行わ
れる．これに対して，パターン C では，反発と均衡の 2 つ
を行うことを表している．なお，1 度に 2 つの行動を行っ
た場合，より良い評価値を持つ状態を次の状態の候補とし
て用いる．表 1 の “移動量” は，図 3 に示した移動量の決
定方法を表しており，パターン C は粒子間の距離が近いほ
ど大きく離れるよう反発の移動量を決定することを表して
いる．このパラメータ調査では，パターン A は参照相手が
自身より優れている場合の行動，パターン B と C は相手
が劣っている場合，パターン D はこれらを同時に考慮した
場合の影響を検証することを目的としている．また，相手
が同じ評価値を持つ場合の行動は，探索の際にほぼ行われ
ていなかったことを事前実験で確認しており，今回は対象
外とした．これは，連続値の設計変数で表される粒子どう
しが同じ評価値となる可能性が低いことに起因している．
対象問題は，多くの研究において用いられている多峰性
関数の 1 つである Rastrigin 関数とする．Rastrigin 関数の
n


 2
xi − 10 cos (2πxi )

とし，評価値の最小化を行う．関数の次元数 n は検証を行
いやすいよう 30，粒子数は 100，繰返し回数は 3,000 とし，
各パターンを 30 回実行した結果を表 2 に示す．
表 2 は，移動量の最大値と最小値を 35%と 0%，悪化受
理率を 10%，20%，50%と設定して得られた結果を表して
いる．なお，移動量は 2 つの粒子間のユークリッド距離に
基づいて決定される．つまり，1 度の行動で，粒子は粒子
間の距離の最大で 35%移動し，最小ならその場でとどまる
ことになる．この検証では，CAPSO の標準的なパラメー
タの調査を目的とすることから，平均評価値と標準偏差に
着目した有効性の評価を行う．これは，Rastrigin 関数の
最適解を得ることが目的ではなく，同じような特性を持つ
と予想される実問題に対する汎用性を高めるためである．
まず，悪化受理率の影響は，パターンによって良し悪し
が分かれるが，10%と 20%のときにより良い平均値が得ら
れた．これは，現状から悪化する移動を抑制することで良
い状態を維持し，集中的な探索性能が向上したからである
と考えられる．パターン C では悪化受理率 50%のときに
最良の平均値が得られたが，状態が悪化する行動を行いや
すくなることで粒子の収束が生じにくくなるため，他のパ
ターンではあまり良い結果が得られなかった．
次に，行動ルールの変更の影響として，パターン A で

式，定義域，および最適解を以下に示す．

f1 (x) = 10n +

て，この関数に対して有効なパラメータを標準とすること

は，自身より優れる相手に対する行動に均衡を加えること

(3)

i=1

xi = 0 (i = 1, 2, . . . , n) f1 = 0

で，基本パターンと比較して探索性能が向上したことが分
かる．これは，3.3 節で述べたように，良い位置へ収束す
る過程で局所探索も同時に行えることから，平均値を改善

上述のように，実問題の多くが多峰性関数のように複雑

できたと予想される．よって，自身より良い評価値を持つ

な設計空間として定義される．Rastrigin 関数は，最適解を

相手を参照した際の行動は，群れの中で最良でない粒子の

中心に多数の局所解を有することから，大域探索と局所探

状態改善のために適用されることから，CAPSO の基本性

索をバランス良く行えなければ解探索が困難である．よっ

能を左右するものと考えられる．
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表 3

移動量を変更した結果

Table 3 Result with changed maximum displacement.
移動量の
最大値

悪化
受理率
10%
20%
10%
20%
10%
20%

20%
35%
50%
図 4

平均値

最良値

最悪値

4.785
212.786
5.594
4.918
6.436
6.847

1.908
191.844
2.170
2.136
2.437
2.726

10.649
228.862
9.299
10.109
11.181
13.094

標準
偏差
1.726
9.716
1.781
1.846
2.027
2.457

各パターンの探索推移

Fig. 4 Search process of each pattern.

パターン B と C では，自身より悪い相手を参照する際
の行動の影響を調査した．各パターンの探索推移として，
群全体の平均評価値の推移を図 4 に示す．図 4 より，基
本パターンとパターン A，C の 3 つは探索を繰り返すこと
で全体が 1 点に収束したのに対して，パターン B と D は
平均評価値がばらつくように各粒子がつねに動き続けてい
ることが分かる．パターン B は，粒子間の距離が近いほ
ど大きく離れるように変更したことから，収束した際に大

図 5

移動距離と悪化受理率の探索に対する影響

Fig. 5 Influences of worsening acceptance rate and
displacement on search.

きく移動することで初期収束を防ぎ，局所的な領域におけ
る探索性能を向上させることができる．また，図 4 より，
群全体の平均評価値が上下し続ける理由は，各粒子が大き
く移動することで様々な位置の探索を行う大域探索能力も
向上したからであると考えられる．これにより，悪化受理
率 10%と 20%ではパターン B は基本パターンから平均値
の改善を行うことができたが，50%のように大きくなると
粒子の収束が妨げられるため相互作用の効果を得ることが
できず探索性能が低下する可能性も含んでいる．一方，パ
ターン C は，悪化受理率にかかわらず安定した結果が得ら
れた．均衡による移動は，粒子間の距離が近いほど大きな
変化が生じにくい．そのため，自身より悪い相手に対する
行動として均衡と反発を同時に行った場合，均衡が次の候
補として選ばれる確率が高くなり，悪化受理率の影響を受
けにくくなったと考えられる．このパターン C の特性は，
基本パターンと同様に，パターン B と比べて収束時の行動
が限られる．したがって，適切な悪化受理率の設定は必要
であるが，パターン B のような反発を利用した行動ルール
は，局所的な探索性能を高めることに有効と考えられる．
パターン D では，表 2 に示すように，パターン A と B
を組み合わせることで，上述の両方の影響を考慮した探索
を行うことができた．このパターンにおける移動量の大き
さの影響を検証した結果を表 3 に示す．なお，悪化受理率
は 50%のときに粒子が発散したことから掲載していない．
また，他のパターンも同様の実験を行ったが，影響は同じ
ようなものであったことから割愛した．表 3 より，移動量
の最大値が小さいほど，局所探索を詳細に行うことで探索
性能が向上することが分かる．しかしながら，反発の影響
を受けることから，悪化受理率の大きさに留意する必要性
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も高くなると考えられる．
また，各粒子の行動と探索の推移を検証するために，

Rastrigin 関数の次元数を 1，粒子数を 5，繰返し回数を 500
と設定した実験結果を図 5 に示す．図 5 は，各粒子の探索
中の位置をすべて描画したものであり，移動量と悪化受理
率の影響を表している．悪化受理率が 10%，移動量の最大
値 20%の探索は，それぞれの値が大きい探索と比較して，
評価値が悪化する領域に粒子が描画されていなかった．こ
れは，設計空間の山が複雑な場合，一時的な状態の悪化を
許容できないため，探索が停滞する可能性があることを示
唆している．このような結果より，CAPSO の標準的なパ
ラメータとして，行動ルールはパターン D を採用する．悪
化受理率と移動量の最大値は，探索の収束と発散を考慮し
て，悪化受理率を 20%，移動量の最大値を 35%とする．

4.2 既存手法との比較
既存の PSO との比較を行い，4.1 節で決定した標準的な
パラメータを用いた CAPSO の探索性能について調査を行
う．CAPSO は，すべての問題ではなく，実問題に対して
有効な探索性能を持つことを目的としている．そこで，特
性の異なるいくつかのテスト関数において，次元数を大き
く変化させたことによる探索性能の変化を調査する．これ
により，高次元，つまり大規模な設計空間において，平均
評価値と標準偏差から手法の有効性について検証する．数
値実験で用いた各テスト関数は次のとおりである．

f2 (x) =

n


x2i

(4)

i=1
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表 4 比較結果

Table 4 Comparison result.
平均値

最良値

Rastrigin

手法

最悪値

標準偏差

平均値

100 次元

最良値

Rastrigin

最悪値

標準偏差

300 次元

gbest

661.247

447.238

878.749

96.646

2880.604

2652.740

3075.936

115.544

lbest

488.000

392.849

584.418

43.963

2555.925

2111.016

2867.373

175.196

CAPSO

24.990

17.718

34.022

3.637

330.953

265.181

407.209

40.465

Sphere

手法

100 次元

Sphere

300 次元

gbest

5.335E+01

4.877E-03

1.573E+02

3.915E+01

7.556E+02

5.547E+02

9.560E+02

1.025E+02

lbest

3.408E-10

1.517E-10

5.557E-10

9.015E-11

2.682E-02

1.765E-02

3.819E-02

4.707E-03

1.125E-02

7.807E-03

1.428E-02

1.940E-03

8.287E-01

6.081E-01

1.208E+00

1.179E-01

CAPSO

Ackly

手法

100 次元

Ackly

300 次元

gbest

1.567E+01

1.006E+01

1.955E+01

2.001E+00

1.958E+01

1.938E+01

1.995E+01

1.200E-01

lbest

1.258E+01

8.791E-01

1.995E+01

6.436E+00

1.904E+01

1.077E+01

1.995E+01

2.275E+00

3.337E+00

2.467E+00

4.252E+00

4.536E-01

5.822E+00

5.207E+00

6.751E+00

3.917E-01

CAPSO

Griewank

手法

100 次元

Griewank

300 次元

gbest

1.991E+02

1.024E+00

5.410E+02

1.382E+02

2.636E+03

1.908E+03

3.570E+03

3.764E+02

lbest

6.464E-07

3.787E-08

1.260E-05

2.232E-06

9.767E-01

8.409E-01

1.107E+00

7.473E-02

8.225E-01

1.044E+00

5.723E-02

3.908E+00

3.379E+00

4.685E+00

3.249E-01

Rosenbrock

100 次元

Rosenbrock

300 次元

CAPSO

9.519E-01

手法

gbest

4586.409

1659.500

9231.713

1458.769

34032.285

25370.842

43304.522

4113.360

lbest

210.988

87.225

294.431

41.685

1455.641

1134.806

1855.069

159.946

CAPSO

98.005

97.315

98.621

0.284

310.759

307.482

314.564

1.818

xi = 0 (i = 1, 2, . . . , n) f2 = 0
⎛
f3 (x) = 20 − 20 exp ⎝−0.2
+e − exp

1
n


 n
1 

n


n

i=1

⎞
x2i ⎠

cos (2πxi )

(5)

i=1

xi = 0 (i = 1, 2, . . . , n) f3 = 0
 
n
n 


x2i
xi
−
f4 (x) = 1 +
cos √
4000 i=1
i
i=1

図 6

(6)

xi = 0 (i = 1, 2, . . . , n) f4 = 0
f5 (x) =

n−1




2
2
100 xi+1 − x2i + (1 − xi )

評価値の推移

Fig. 6 Process of evaluation value during search.

の上下限値は対象とする関数の設計変数ごとに定義域の半
分までとする（たとえば，定義域が [−2, 2] なら，速度の

(7)

i=1

xi = 1 (i = 1, 2, . . . , n) f5 = 0

上下限値は [−1, 1] となる）．速度更新では式 (2) に示した

LDIWM [1], [4] を用いることとし，重み w は wmax = 1.2，
wmin = 0.4，係数は c1 = c2 = 1.49445 とした．また，lbest

f2 は，設計空間が単峰性である Sphere 関数である．f3

モデルにおける各粒子の近傍の数は 4 とした．全手法にお

は局所的に多峰性を有する Ackly 関数，f4 は比較的弱い多

いて，粒子数を 100，繰返し回数を 3,000 とし，各関数の

峰性である Griewank 関数である．f5 は，変数間に強い依

次元数を 100，および 300 として 30 回実行した結果を表 4

存関係を持つ Rosenbrock 関数である．比較対象は，gbest

に示す．なお，表 4 において，関数，および次元数ごとに

モデルと lbest モデルの PSO の 2 つとした．gbest モデル

最良の結果が得られた手法の数値を太字で表す．

PSO は式 (1) の速度更新式を用いる基本的な PSO である．

まず，Rastrigin 関数へ適用することにより，CAPSO と

lbest モデル PSO は，粒子の近傍設定を行うことで相互作

既存の PSO との解探索について比較を行った．次元数 100

用の影響を変化させ，大域探索能力の向上を図ったもの

の Rastrigin 関数における各手法の探索の推移を図 6 から

である [3]．そのため，式 (1) において，gbest の代わりに

図 10 に示す．図 6 は評価値の推移として探索中の各手

個々の粒子とその近傍内で探索した最良の位置である lbest

法の最良値と平均値を表し，図 7 は各手法の粒子の状態

を速度更新に用いる．両手法のパラメータ設定では，速度

の変化，図 8，図 9，図 10 は各手法における粒子の行動
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gbest へ近づきながら収束したことが分かる．lbest モデル
では，図 7，および図 9 に示すように，探索が進むにつれ
て lbest と同じ状態の粒子が増加している．これは，近傍を
通じて各粒子の lbest が共有され，探索を繰り返すことで

gbest と同じ役割を果たすことになったからである．しか
しながら，一部の粒子は lbest と pbest ，および LDIWM の
影響により，探索後半で共有された lbest の位置と pbest の
位置がお互いに逆方向を示し，かつ速度に対する重みも小
図 7 粒子の状態

Fig. 7 Changes of particles’ states during search.

さくなることで移動が困難となることから，平均評価値と
最良評価値が同じになることはなく，CAPSO のように平
均評価値がつねに変化し続けることもなかった．これらの
結果より，式 (1) の速度更新式に基づく既存の PSO は，最
良の位置の影響が大きいことから，複雑，かつ大規模な設
計空間において有効な探索が困難である．一方，CAPSO
では，図 6，および 4.1 節で述べたように，粒子が局所的
に探索を続けていることから，平均評価値はつねに変動し
ている．また，図 7 より，自身が pbest である粒子と pbest
を参照する粒子が存在する間は最良評価値の改善が行われ
ていたことが分かる．図 10 では，状態が改善された粒子

図 8

粒子の行動（gbest モデル）

Fig. 8 Statistic of particles’ action in conventional PSO with
gbest model.

は自身より良い相手を参照したときのみであり，他の行動
で状態を改善できなかったことを示している．また，良い
相手を参照して行動した粒子の数は平均で 60%であった．
これは，自身より良い相手を参照すれば相手へ接近するこ
とから，次の行動の際に同じ相手を参照する確率が高くな
り，状態改善を行う粒子の割合が大きくなっている．一方，
反発の影響は，粒子間の距離が近づいたとき，すなわち群
全体が収束するほど強くなる．反発を行った粒子は，図 10
に示すように状態が悪化する可能性が高いが，次の行動の
際には異なる粒子を参照することで異なる局所探索を始め
る．このような行動により，つねに pbest のままの粒子は
存在しないが，pbest を中心に集中的な探索を繰り返すこ

図 9

粒子の行動（lbest モデル）

Fig. 9 Statistic of particles’ action in conventional PSO with
lbest model.

とになる．したがって，CAPSO は，既存の PSO と同じよ
うに POP に基づくが，最良の位置のような 1 点に収束す
ることなく，優れた解探索を実現できたと考えられる．
次に，Rastrigin 関数以外の結果より，様々な設計空間
における提案手法の探索性能の検証を行った．表 4 に示す
ように，Ackly 関数と Rosenbrock 関数では，高次元であ
るほど CAPSO は既存の PSO より良い平均値が得られた．
特に，lbest モデル PSO と CAPSO との探索性能の差は，
次元数が増加することでより顕著に現れた．また，Sphere
関数と Griewank 関数では，高次元であるほど CAPSO と

lbest モデル PSO によって探索された解の桁数の違いが小
さくなる傾向が見られた．Sphere 関数と Griewank 関数
図 10 粒子の行動（CAPSO）

Fig. 10 Statistic of particles’ actions in CAPSO.

は，Rastrigin 関数や Ackly 関数と比較して，関数の構造
が与える探索への影響が小さい．そのため，lbest モデル

による状態改善の統計結果を表している．gbest モデルで

PSO の方が効率良く解探索を行えたと考えられる．一方，

は，図 6 から図 8 より，繰返し回数が 2,000 回付近で最良

Ackly 関数では，多峰性構造を有する設計空間であること

値と平均値が同等となり，それからすべての粒子の状態が

から，CAPSO の方が平均して優れた解を探索することが
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できた．100 次元のときには lbest モデル PSO が最良の解
を得られたが，次元数の増加によって探索が困難になった
と推測される．Rosenbrock 関数においても，100 次元のと

5. おわりに
本論文では，実問題における最適化を想定した手法とし

きには lbest モデルが最良解を得られたが，300 次元では

て，従来の PSO における問題点を改良したセルオートマ

CAPSO の方が優れた探索性能を示した．特に，CAPSO

トン PSO の提案を試みた．提案手法は，セルオートマト

は，他の手法と比べて非常に小さい標準偏差が得られた．

ン法における複雑系のモデル化のアプローチに基づき，集

この関数は，式 (7) に示したように設計変数間に強い依存

団を制御する情報を用いることなく，個々の粒子の行動

関係が存在する．そのため，単峰性であることから毎回あ

ルールに従って解探索を行う．これにより，探索中の最良

る程度の探索を行うことができるが，繰返し回数以外のパ

位置に対する過度な収束を抑えて大規模，かつ複雑な設計

ラメータ設定の変更では表 4 の結果から改善することが困

空間に対して効果的な探索を行えると考えられる．本論文

難である．しかしながら，100 次元から 300 次元になるこ

では，連続関数の最適化問題へ適用し，実問題への適用を

とで，CAPSO によって得られた解の評価値は同様に約 3

想定した CAPSO の有効性について検証を行った．

倍となっていたことに対して，既存の PSO の評価値はよ

数値実験において，複雑な多峰性関数に対する適切なパ

り大きな増加が見られた．つまり，CAPSO は，次元数の

ラメータを CAPSO の標準的な設定とし，特性の異なる

増加の影響を抑えながら，解探索を行うことができたと予

いくつかの高次元関数へ適用した．実験結果より，従来の

想される．本実験における CAPSO は，4.1 節で述べたよ

PSO では困難な多峰性関数において探索性能を大きく改善

うに多峰性関数のような複雑な設計空間を対象にパラメー

することができた．また，関数によって探索精度は異なる

タの設定を行っている．そして，Rastrigin 関数以外であっ

が，CAPSO は，より複雑，かつ大規模な設計空間である

ても高次元や複雑な設計空間において既存の PSO より優

ほど，従来の PSO と比較して探索の有効性が顕著に見ら

れた解探索を行えたことから，実問題に対する基本的な手

れた．実問題は，設計空間が複雑，かつ大規模であり，さ

法として有効と考えられる．

らに制約条件や複数の目的関数や不確実性を含んでいる．

ま た ，300 次 元 の 各 関 数 に 対 す る CAPSO の 計 算 時

したがって，本論文で決定した標準的なパラメータを用い

間は，本実験で用いた PC（Intel(R) Core(TM) i7 CPU

た CAPSO に対して問題ごとの知識を組み込むことで，実

Q740@1.73 GHz，メモリ 4 GB，Windows 7 64 bit，プログ

用的な最適化を行うための手法設計の困難さを軽減できる

ラミング言語 Java）において約 4 分であった．一方，2 つ

と考えられる．

の既存の PSO は約 1 分であり，同じ粒子数と繰返し回数

今後の課題として，適用問題の知識を個々の粒子の行動

のとき，CAPSO はより多くの計算時間を必要とする．こ

ルールに組み込んだ際の拡張性を検証する必要がある．実

の主な原因は，行動時の参照相手を決定するときの距離計

問題では，離散値を含む問題が数多く存在することから，

算である．CAPSO では，3.2 節で述べたように，各粒子が

設計変数が離散値である問題に対する CAPSO の適用可

他の全粒子との距離計算を行う．そのため，距離計算の時

能性を検証する予定である．また，CAPSO において，粒

間が最も計算時間に影響するだけでなく，粒子数の増加は

子間の距離計算は，探索性能と計算時間の両方に大きな影

計算時間を大幅に増加させることになる．さらに，評価関

響を与える．特に，従来の PSO と比較して，同じ粒子数

数の計算は，4.1 節で決定した標準的なパラメータでは 1 度

と探索回数のときに大幅な計算時間の増加を招く．そのた

で新たな状態を 2 つ生成する可能性があるように，既存の

め，様々な問題に対する適用を行い，設計空間の特性に応

PSO より多少増加する．しかしながら，既存の PSO は，

じた適切な距離の定義や計算時間の軽減の検討，および実

gbest と lbest を用いた両モデルともに，粒子数と繰返し数

問題における計算効率の有効性を検証する必要がある．こ

を増加させるだけでは探索性能を向上させることが困難で

のような検証を行うことで，CAPSO の実問題に対するメ

ある．300 次元の Ackly 関数と Rosenbrock 関数において，

タヒューリスティクスとしての有効性を明らかにする．

lbest モデル PSO の粒子数を 500，繰返し回数を 5,000 に
変更し，CAPSO と同じく約 4 分間計算を行った．その結
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