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1. は じ め に

球面 SOM によるパレート解集合の可視化の検討
——ディーゼルエンジン設計問題における事例の検討

ハードウェアとソフトウェアの急速な性能の向上にともない，数値シミュレーションが

“ものづくり” の設計現場において広く利用されるようになってきた．そこでは，建築物や工
業製品における作図をコンピュータで行う Computer Aided Design（CAD）から，Finite
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本研究では，自己組織化マップ（SOM: Self-Organizing Maps）におけるデータ
の配置を 3 次元上で行う球面 SOM を用いて，多目的最適化により得られたパレー
ト解集合の可視化を行う．従来から，平面 SOM を用いたパレート解集合の可視化に
ついては研究されているが，類似性の高いパレート解が，マップの端においては近く
に配置されない場合があった．本論文では，平面 SOM では判断できないパレート解
集合内の類似データの発見を球面 SOM で可能であることを，ディーゼルエンジンの
多目的最適設計におけるパレート解集合の特性評価を例に示す．

Element Method（FEM）といったアプリケーションによる設計対象の解析も頻繁に行わ
れている．さらに数値シミュレーションを用いた設計パラメータの最適化1) および解候補
の妥当性の検討も行われるようになってきた2) ．今後，ますますハードウェアなどの性能が
向上すれば，大きく計算時間のかかっていた数値シミュレーションにおいても瞬時に結果を
求めることができるようになり，設計者の支援がますます可能となる．
数値シミュレーションにより設計支援を行うためには，問題を最適化問題として定式化す
ることが有効である．最適化問題は，目的関数の値を最大もしくは最小とするような設計変
数を制約条件内で決定する問題である．実問題の最適化問題には目的関数が複数存在し，ト
レードオフの関係が存在する場合が多い．このような問題は多目的最適化問題と呼ばれる．
多目的最適化問題において，目的関数間にトレードオフの関係である場合には，互いにすべ
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ての目的関数値が劣らない最適点の集合が存在することとなる．これらの最適点の集合はパ
レート解集合と呼ばれ，これまでパレート解集合を求める数々のアプローチが提案されてき
た3) ．先に述べたように，ハードウェアやソフトウェアの性能が向上すればパレート解集合
を瞬時に求めることが可能となる．そうなれば数値シュミレーションの設計において非常に
強力なツールとなる．その際には，得られたパレート解集合の中から設計候補となる解を絞
り込むフェーズが非常に重要となる．
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設計者が得られたパレート解集合の中から設計候補となる解を絞り込むためには，いくつ
かの解決すべき問題が存在する．その 1 つが得られたパレート解集合内に存在する解の性
質を把握することである．すなわち，パレート解集合がどのような性質を持つ解から構成さ

In this paper, Self-Organizing Map (SOM) which is one of neural network
systems was applied to illustrate the Pareto solution set which is derived by
multi-objective optimization. Especially, this paper describes that Spherical
SOM is eﬀective for illustrating the Pareto solution set. These discussions
have been performed through the illustration examples of Pareto solution set of
multi-objective optimization design problem of diesel engine parameter problems.
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れているのかをクラスタリングなどのデータマイニングから把握しなければならない．その
ためには，パレート解集合の分類を設計者に提示する必要があるが，パレート解集合の設計
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者への提示には次の問題が存在する．すなわち，各解が目的関数値と設計変数値から構成さ

の関係があり，パラメータの決定問題は多目的最適化問題として定式化可能である．パレー

れる多次元であるのに対して，ユーザが視覚的に把握可能な次元数はたかだか 3 というこ

ト解集合内に存在する解候補のうち，目的や設計変数の値が近い解候補群が球面 SOM に

とである．表示するためにはこのギャップを埋める必要がある．これを解決するためには，

おいて近い位置に存在し，逆に遠い解候補群が遠い位置に存在する例を示す．

なんらかの方法でマッピングを生成し，高次元のデータを低次元のデータへと変換する方
法が考えられる．山代らは，クラスタリングした結果を，Fuzzy Multiple Discrimminant

Analysis（FMDA）を用いて次元を抽出している4) ．また，ニューラルネットワークの一種
5)

6)

2. 多目的最適化問題
複数の目的を同時に最適化する問題を多目的最適化問題という．多目的最適化問題は一般

である自己組織化マップ（SOM） の利用も有効である ．ここでは，SOM によりパレー

的に，n 個の設計変数を扱う k 個の目的関数 f (x) を，m 個の制約条件 g(x) のもとで最小

ト解集合を表示すると，ユーザが理解可能な 3 次元以内にマッピングできるだけでなく，解

化（最大化）する問題として式 (1) のように定式化される10) ．

6)

集合をクラスタリングすることで，設計者に対して非常に有益な情報を提供できる ．
本研究においては，このような背景から，多目的最適化問題において得られたパレート解
集合を SOM により可視化することの検討を行う．さらに SOM の中でも学習データを球
面上にマッピングする球面 SOM 7) に着目する．パレート解集合を解析する場合，どのよ



min(max)

fi (x1 , x2 , . . . , xn )

(i = 1, 2, . . . , k)

subject to

gj (x1 , x2 , . . . , xn ) ≤ 0

(j = 1, 2, . . . , m)

(1)

多目的最適化問題では，一般に複数の目的関数どうしが互いに競合する場合が多いため，

うなクラスタに解が存在するのかを把握することも重要であるが，着目する解の近辺にど

すべての目的関数 fi (x) を同時に最適化することはできない．そこで，多目的最適化問題で

のような解が存在するのか，もしくは着目する複数の解の位置関係がどのようになってい

は，ただ 1 つの最適解を求めるかわりに，パレート解の集合を求める．

るかを把握することも重要である．SOM において得られたマップ上での近いデータは類

パレート解は，多目的最適化問題における解の優越関係により定義される11) ．多目的最

似しているという関係がある．一方で，マップ上での遠いデータは類似度が低いかどうかは

適化における解の優越関係の定義を以下に示す．ただし，すべての目的関数の最適化は最小

決定的ではない．そのため，パレート解集合を吟味する設計者はできるだけ類似したデー

化であると仮定する．

タがマップ上で近接していることが望まれる．平面 SOM においては，中央付近に配置さ

定義（優越関係）：x1 , x2 ∈ (x = (x1 , x2 , . . . , xn )) とする．

れたデータの周辺の類似度は判定しやすいが，マップの端の付近においては，その類似度の

(a) fi (x1 ) ≤ fi (x2 )（i = 1, . . . , k ）のとき，x1 は x2 を優越するという．

判定が難しい．球面 SOM は，平面 SOM と比較して，マップの端で情報のゆがみがない

(b) fi (x1 ) < fi (x2 )（i = 1, . . . , k ）のとき，x1 は x2 を強い意味で優越するという．

ことが報告されている

8)

だけでなく，球面 SOM は，平面 SOM に対して，マップの端が

もし，x1 が x2 を優越しているならば，x1 の方が x2 よりも良い解である．そのため，多

存在しないという特性を有するために，各データ間の比較的合理的な位置関係を表示でき，

目的最適化では，他のどの解にも優越されないような解の探索を行う．次に，この優越関係

クラスタリングを行う際にも高い精度が報告されている7),9) ．

に基づくパレート解の定義について以下に示す．

本研究では実際に設計問題において得られるパレート解集合を球面 SOM により表示し，
類似度の高いデータがマップ上の近傍に配置されることで，平面 SOM よりも設計者がよ
り解の傾向を把握しやすくなることを示す．まず，多目的遺伝的アルゴリズムの研究で頻繁
に使用されているテスト関数の結果から得られるパレート解集合を例に，球面 SOM の有
効性を検討する．次に，ディーゼルエンジン設計問題を対象として，パレート解集合の表示

定義（パレート解）：x0 ∈ (x = (x1 , x2 , . . . , xn )) とする．

(a) x0 を強い意味で優越する x ∈  が存在しないとき，x0 を弱パレート解（Weak Paretooptimal solution）という．
(b) x0 を優越する x ∈  が存在しないとき，x0 をパレート解（Pareto-optimal solution）
という．

の有効性の事例を紹介する．近年のエンジンでは，電子制御可能なパラメータが多く存在

図 1 に目的が 2 つ（k = 2）の場合におけるパレート解の例を示す．図 1 の黒丸はパレー

し，これらを変更することで，エンジン稼働中にもエンジンの燃費や NOx の排出量を制御

ト解を示している．白丸はあるパレート解からすべての目的において劣っている．そのた

することが可能である．しかしながらこれらの燃費や NOx の排出量の間にはトレードオフ

め，白丸はパレート解の候補から除外することができ，最終的に図 1 に破線で示されるパ
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(4)

学習

勝者ニューロン c と競合層における距離が dci 以内にある全ニューロンの重みベクトルに対
して式 (2) を用いて学習を行う．式 (2) の近傍関数 hci (t) は学習率係数 α(t) を用いて式 (3)
で定義され，学習率係数 α(t) と近傍幅 σ(t) は式 (4)，式 (5) で定義される．勝者ニューロ
ンから所定の近傍幅 σ(t) の距離にあるニューロンまたは平面の端のニューロンまでを範囲
として学習が行われる．

mi (t + 1) = mi (t) + hci (t)(x(t) − mi (t))



図 1 パレート解
Fig. 1 Pareto solution.

hci (t) =

レート解集合が形成する面を得ることができる．この面をパレート最適フロントと呼ぶ．

3. 球面 SOM

(5)

3.1 SOM の概要

0

(dci > σ(t))

α(t)

(dci ≤ σ(t))

(2)
(3)

α(t) = α(0)(T − t)/T

(4)

σ(t) = σ(0)(T − t)/T

(5)

終了判定

t < T ならば t ← t + 1 とし，手順 ( 2 ) へ戻って繰り返す．t = T ならば終了する．

SOM はデータマイニングの一手法として知られる，教師なしの学習型ニューラルネット
ワークである．高次元のデータ群から直感的に特徴を把握することは困難である．SOM は
多次元のデータを低次元（2 次元あるいは 3 次元）に落とし込むことで，高次元データを可
視化し特徴の把握を容易にする．

α(0) は通常 [0, 1] の範囲の値，σ(0) は通常 1 より大きな整数値で平面 SOM の場合は 1
行または 1 列のニューロン数の 1/2 から 1/3 程度の値を使用する．

4. 球面 SOM とその実装

3.2 SOM のアルゴリズム

4.1 球面 SOM

SOM は競合層と呼ばれるニューロンが配置された空間と，入力層と呼ばれる入力デー

SOM は競合層の形状が大きく結果に影響を与え，空間に端が存在する平面状の競合層

タ群からなる．順に入力データを用いて学習を繰り返すことで，競合層に学習結果を形成

では，学習領域に含まれるニューロン数がニューロンごとに異なることから，歪みが生じて

していく．競合層の i 番目のニューロンと入力層の入力データはそれぞれ n 次元の重みベ

しまう場合がある．そこで端が存在しない競合層の形状としてはトーラスや球面などの閉じ

クトルを持ち，ある時刻 t において mi (t)，x(t) と定義される．また，学習の効果と範囲

た曲面が提案されている．これらの形状を使用する SOM においては，連続的な空間上で

を示す学習率係数 α(t)，近傍関数 hci (t) および近傍幅 σ(t) が設定される．基本的な SOM

学習が行われるため，空間の端で学習が打ち切られることはなくなる．しかしトーラスは平

のアルゴリズムは以下の手順で実行される．

面 SOM の拡張として実装が容易である一方で，可視化される空間はドーナツ型になるた

(1)

競合層の初期化

め，ニューロン間の位置関係が把握しにくい．一方でニューロンを球の表面上に配置する球

t ← 0 とし，競合層の全ニューロンの重みベクトル mi (0) に初期値を設定する．
(2)

距離計算

入力データ x(t) を競合層に与え mi (t) との距離 ||mi (t) − x(t)|| を計算する．

(3)

数理モデル化と応用

4.2 競合層の構成
球面 SOM を実現するデータ構造として，測地ドームと呼ばれる準正多面体が多く使わ

勝者ニューロンの探索

||c − x(t)|| = min ||mi (t) − x(t)|| を満たす勝者ニューロン c を探索する．

情報処理学会論文誌

面 SOM は，3 次元空間上で位置関係の把握がしやすく，可視化を目的とした SOM の競
合層の形状として適しているといえる．

Vol. 3

No. 3

166–174 (Oct. 2010)

れている．測地ドームとは正多面体の各辺を二等分する処理を繰り返し，面数を再帰的に増

c 2010 Information Processing Society of Japan


169

球面 SOM によるパレート解集合の可視化の検討

列中の位置を取得できるが，球面 SOM では場所によって取得できない場合がある．そ
れは，正二十面体の展開図の端点部分である．端にあるニューロンの隣接ニューロン
は，計算では取得できないため，隣接ニューロンへのアドレスのリストを持たせること
とし，近傍のニューロンはこのリストを参照して得る実装とした．
重みベクトル
Fig. 2

各ニューロンの重みベクトルのデータを一次元配列で保持する実装とした．

図 2 2 次元配列での球面の表現方法
Description of spherical surface on a two-dimensional array.

ユークリッド距離
距離計算の際に得られた入力データと各ニューロンのユークリッド距離を一時的に保持

やすことで，近似的に球面を作成する手法である．ニューロンを測地ドームの各頂点に配置
することで，六角格子のデータ構造として扱う．測地ドームを用いた方法は極座標を用いる

する．
学習済み判定フラグ

場合などに比べ，球面上にニューロンをほぼ均一に配置することができる．また，球を近似
する多面体の面数が多いほど各頂点を均一に配置できるため，本論文では正多角形の中で最

各ニューロンが学習済みであるかを示すフラグを持っており，学習の重複を防ぐ．
有効領域の判定フラグ

2 次元配列のうち，競合層として有効な部分であるかを示すフラグを持っており，距離

も面数の多い正二十面体を使用する．

計算，勝者選択を行う範囲を制限する．

正二十面体における正三角形の各面をさらに細かな三角形に分割することで，球面上の頂
点数を増やすことができる．これはニューロンの数（マップサイズ）と同じ意味を持つため，

描画時の 3 次元座標

たとえば，1 つの正三角形（頂点数 3）を 2 段（正三角形 4 つ）に分割すると，隣接する 2

球面を描画する際の 3D 空間上での座標の値を保持する．

面の正三角形（ひし形）に含まれる頂点数は 9 となる．ここから，隣接するひし形と重複す

4.4 距離計算と勝者探索

る端の頂点を除くと，各ひし形ごとに持っている頂点数は 4 になる．同様に，正三角形を 3

距離計算はニューロンごとの依存関係がなく並列に計算が進められる．また，勝者探索は

2

段に分割すると頂点数は 9，4 段では 16 と，頂点数を増やすことができ，n 段では n 個と

各ニューロンが持つユークリッド距離の最小値を求める処理であるので，ニューロン構造体

なる．正二十面体の展開図にはこのひし形が 10 面存在するため，この方法で計算に入って

の 2 次元配列を順次探索することで求められる．これら 2 つの手順は平面 SOM での処理

2

いない展開図の最も上と下の頂点の 2 点を加えて，合計で 10n + 2 個の頂点が存在する．
多面体を用いて球面を近似する場合，その展開図は 2 次元平面に割り付けて取り扱うこ

と同様である．球面 SOM で生じる差異は，各ニューロンにおける処理の前に有効領域の
判定フラグを確認し，計算対象の配列要素が球面に割り当てられているか否かを判定する．

とができる．そのため，図 2 で示すように，ニューロン構造体の 2 次元配列を使用し，そ

4.5 学習するニューロンの探索

の内部に球面の展開図が割り当てられた形で競合層を表現する．

SOM の学習では，マップのある位置から任意の距離にあるニューロンを取得する必要が

4.3 ニューロンの構造体

ある．本論文の球面 SOM では，隣接ニューロンへのリンクを再帰的にたどることで一定

SOM では競合層を，ニューロンを表す構造体の 2 次元配列として確保する．この競合

の深さの探索木を構成し，任意の範囲に対する学習を実現する．木の探索には幅優先探索を

層に対して SOM の計算を行うが，球面 SOM を実現するために各ニューロン構造体が備

行い，勝者ニューロンとの距離が近い順に学習を行う．以下に探索の手順を示す．

える変数を以下に示す．

(1)

隣接するニューロンへのリンクのリスト

勝者選択の手順で得られた勝者ニューロンについて学習を行う．この後，重複を避けるため

球面 SOM における各ニューロンの形状は六角格子と見なされるため，隣接するニュー

勝者ニューロンの学習

に学習済み判定フラグを立てておく．

ロンは 6 つである．平面 SOM の場合は簡単な引数計算で隣接ニューロンの 2 次元配
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球面 SOM によるパレート解集合の可視化の検討
表 1 SOM の設定
Table 1 Configuration of SOM.
平面 SOM
球面 SOM

h=1−
Fig. 3

図 3 学習するニューロンの探索
Searching methodology of a learning neuron.

ニューロン数（個）

学習回数（回）

学習率係数の初期値

近傍半径の初期値

900（30 × 30）
1,002（10 × 10 × 10 + 2）

100,000
100,000

0.05
0.05

15
15



x1 /g

5.2 球面 SOM による可視化に見られる特徴
ZDT2 から得られたパレート解の目的関数と，それを決定した設計変数をパラメータと

(2)

して有するデータについて球面 SOM で可視化を行った．目的関数が 2 次元，設計変数が

隣接ニューロンの探索と学習

図 3 で示すように，勝者ニューロンの隣接ニューロンを取得して，それぞれに対して学習

10 次元の計 12 次元をデータとして定義し，本実験では 100 個のデータ群を球面 SOM へ

を行う．この後，近傍幅の範囲内で，さらに隣接ニューロンを取得して学習の処理を繰り返

の入力データとして用いた．

す．このとき，学習の前処理として学習済みフラグを確認し，より勝者ニューロンに近い

比較のために，平面 SOM として無料配布されている SOM のパッケージ SOM PAK
を利用した．SOM PAK は競合層の大きさなどを設定でき，学習結果を数値データと可視

ニューロンに対する重複学習を防ぐ．

4.6 競合層の表示方法

化用の画像データで出力する．格子の形は六角，近傍関数はステップ関数にそれぞれ設定

競合層の可視化には，各ニューロンを色付けして表示する方法が重要である．本論文で
は，HSV 色空間を利用して重みベクトルの値に応じてニューロンの彩色を行い，競合層の
可視化を行った．HSV 色空間を用いて，彩度（Saturation）と明度（Value）は最大値で固
定し，パラメータに応じた色付けは色相（Hue）部分で行う．色相は [0, 360] で設定できる
が，本論文では [0, 280] の範囲を使用して，値の大きなデータは赤色，小さなデータは紫色

した．設定に用いた数値を表 1 に示す．初期設定の試行回数を 100,000 回と設定したため，

100 個のパレート解は 1,000 回ずつ競合層を学習する．
作成した球面 SOM は平面 SOM と条件を等しくするために近傍関数にステップ関数，
競合層の初期化にランダムを用いた．設定に用いた数値を表 1 に示す．
球面 SOM によって得られた結果を図 4 に示す．色は目的関数の値をを示しており，f1
の値が高ければ赤く，低ければ紫となる．

の傾向が出るような割当てを行っている．

図 5 は平面 SOM での学習結果を示している．色付けの方法は球面 SOM と同じであ

5. 球面 SOM によるテスト関数のパレート解集合の可視化

る．そのため，マップの右下に f1 の値が高いデータが，左下に低いデータがそれぞれ配置

5.1 ZDT2

されていることが分かる．

実問題において球面 SOM によるパレート解集合の可視化の検討を行う前に，本章では，

図 5 における点 p1 から点 p3 までに置かれたデータの各パラメータを図 6 に示す．この

多目的最適化問題において代表的なテスト関数の 1 つである ZDT2 から得られるパレート

図より p1 と p2 は p3 と比較して類似したデータであるといえ，p1 と p2 はマップ上でも近

解集合を用いて検討する．ZDT2 は式 (6) で定義される単峰性で非凸型な関数である．
min f1 = x1

平面 SOM では離れた位置に配置されているが，球面 SOM では点 p1 と点 p2 は近くに配

min f2 = g × h
g =1+9

n


置された．図 6 から点 p1 と点 p2 は他の点どうしの組合せに比べ類似していることがうか

/(n − 1)

(6)

i=2
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がえた．もちろん，すべてのデータの関係がこのような配置であるわけではないが，このよ
うに平面 SOM では発見できないデータの類似関係が球面 SOM で発見可能であることを
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図 4 球面 SOM による ZDT2 の可視化
Fig. 4 Visualization of ZDT2 on a spherical SOM.

図 5 平面 SOM による ZDT2 の可視化
Fig. 5 Visualization of ZDT2 on a plain
SOM.

図 7 ディーゼルエンジンの噴射形状
Fig. 7 Injection mechanism of diesel engine.

の量が少ないという特徴も持っている．しかし，近年自動車エンジンに対する環境面からの
厳しい要求が高まっており，環境規制を満たすためにガソリンエンジン，ディーゼルエンジ
ンともに排ガスを減らす低エミッション化の研究が行われている12)–14) ．
近年のディーゼルエンジンにおいては，再循環率やスワール比などを電気的に制御可能
になっており，かつ，燃料の噴射時期やその時間的な割合についても変更することが可能で
ある．また，これらの値を変化させることで燃料消費量（SFC）や排出される窒素酸化物
図 6 p1，p2，p3 の各点における目的関数値および設計変数値
Fig. 6 p1, p2, p3 values of objective functions and design variables.

（NOX）などを変化させることも可能であることが知られている．そのため，電気的に制御
可能なパラメータを操作することで SFC，NOX の排出量，すす（Soot）の排出量を同時に
削減する設計が試みられている．この最適化問題をディーゼルエンジン燃料噴射スケジュー

示唆できた．同様な結果がディーゼルエンジン設計問題においても得られることを次章で

リング問題と呼ぶ．本問題は，NOX と Soot，NOX と SFC の間にトレードオフの関係があ

示す．

ることから多目的最適化問題として取り扱われている．
本論文では 図 7 に示す 2 段階噴射について取り扱う．過給圧，再循環率，噴射開始角度，

6. ディーゼルエンジンの多目的最適化設計問題におけるパレート解集合の可視
化の検討

スワール比のように，現在もしくは将来的に電子制御で変更できるパラメータを設計変数と

前章では，テスト関数から得られたパレート解集合を用いて球面 SOM の可視化の検討

りである．

を行った．本章では実問題を事例に，球面 SOM の平面 SOM に対する優位性について検

する．本実験に用いた 11 次元のデータを表 2 に示す．これらの設計変数は文献 15) のとお
排気特性が最適となるように設計変数を調整することで，目的関数である SFC，NOX，

討する．ここで対象とする実問題はディーゼルエンジン燃料噴射スケジューリング問題で

Soot におけるパレート解が得られる．得られたパレート解における 3 次元の目的関数と 8

ある．

次元の設計変数を合わせた 11 次元のデータを本実験の検証に用いる．目的関数の SFC の

6.1 ディーゼルエンジン燃料噴射スケジューリング問題

空間で示したものが，図 8 と図 9 である．

ディーゼルエンジンは燃費，耐久性の面でガソリンエンジンに比べ優れ，排出される CO2
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球面 SOM によるパレート解集合の可視化の検討
表 2 入力データの設計変数と目的関数
Table 2 Design variables and objective function of input data.
名称

目的関数

燃料消費量
窒素酸化物の排出量
すすの排出量

設計変数

過給圧
再循環率
スワール比
最初の噴射期間
中間無噴射期間
二度目の噴射期間
噴射開始角度
最初の燃料噴射量（率）

p1
458.7836
0.0004
0.0963
3.5000
0.2906
5.5781
8.2813
13.5938
10.3594
9.7656
0.5445

p2
226.3017
0.0006
0.0875
3.5688
0.2906
5.0156
14.5160
3.0000
13.5313
8.8281
0.7953

p3
260.8934
0.0006
0.0752
3.4938
0.2906
5.9531
12.7660
3.6566
13.5313
9.3750
0.5047

p4
290.4700
0.0004
0.1063
3.5188
0.2906
4.3125
15.3910
3.7500
17.4688
8.8281
0.7625

p5
160.1595
6.2650
0.0006
3.4938
0.0000
5.9844
3.0000
17.2500
−1.2500
5.7656
0.7883

図 9 平面 SOM における SFC の空間の可視化
Fig. 9 Virtualization of SFC space on a plain SOM.

が分かる．したがって大林16) が平面 SOM での設計空間の分類・構造の把握を行えると示
したことと同様に，球面 SOM でも可能であるといえ，パレート解表示は有効であること
が再確認された．
図 8 球面 SOM における SFC の空間の可視化
Fig. 8 Virtualization of SFC space on a spherical SOM.

6.3 平面 SOM と球面 SOM におけるデータ配置の違い
平面 SOM が，パレート解表示する上で有効であることは再確認されたが，競合層の端
に配置されたデータに類似したデータが遠くに配置される可能性がある．そこで，図 9 に

6.2 SOM によるパレート解集合の可視化

おいて示した平面 SOM に配置された各データが，球面 SOM ではどのように配置されて

球面 SOM を用いて，ディーゼルエンジン燃料噴射スケジューリング問題によって得ら

いるかを検討する．

れた 100 個のパレート解の学習を 1,000 回繰り返した．比較に用いた SOM PAK の設定お
よび球面 SOM の設定は表 1 に示したテスト関数と同じものを用いた．

図 9 における点 p1 から p5 までの各目的関数の値および設計変数の値を表 2 にまとめて
示す．まず，図 9 における点 p2 および p4 に着目する．これらの目的関数値および設計変

提案する球面 SOM によって得られた結果を図 8 に示す．ここでは，左へ 90 度ずつ回転

数の値は比較的類似しており，SOM 上では近傍に配置されることが期待される．しかしな

させた様子を示している．球面上には，目的関数の SFC（燃料消費量）の値を色で表示し

がら，実際には平面 SOM 上では，右端に対峙して配置されている．これによりデータの

ている．すなわち，SFC の値が高ければ赤く，低ければ紫となる．したがって，球面 SOM

類似性の観点でいえば，左の開いたコの字にデータが配置されている．しかしながら，こ

で解の分布を学習させると，SFC の値が高いものが赤い島状に配置される．

れらのデータの類似性は，1 つ 1 つのデータを設計者が把握しなければ理解できないこと

平面 SOM での学習結果を図 9 に示す．SFC の値が高いものが左上に集まって表示され，
右上，右下，左下という順番で値が小さくなりながら配置されていることが分かる．
球面 SOM の結果も平面 SOM と同様に値を徐々に低下させながら配置されていること
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になる．本研究の目的は，変換後のデータを設計者が参照してそれらの類似性を判断した
いことにあるため，類似したデータは，マップ上でも近傍に隣接することが望ましい．一
方で，図 8 からも分かるように球面 SOM においては p2 および p4 は近傍に配置されてい
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る．よって，球面 SOM によるパレート解表示では，平面 SOM において境界に分散して

例と実問題一例での検討にとどまるが，これにより平面 SOM では表現できないクラスタ

配置されていた類似したデータがマップ上で隣接して配置されていることが分かる．

リングが，球面 SOM では実現できる可能性がある．これらの結果から，パレート解集合

次に，図 9 における点 p1 および p3 に着目する．図 9 に示したとおり，噴射形状が異な

の特性を理解するために球面 SOM を利用することが強力な選択肢の 1 つといえる．

るために，SFC の値は異なっている．そのため，図 8 においても表示している色分布は異

今後は，さらなる事例を通じて球面 SOM の有効性を検討する必要がある．また，球面

なっている．しかしながら，図 9 の平面 SOM においては，p1 と p3 の距離が離れて配置

SOM によりパレート解を表示することでユーザが解およびクラスタを理解するためには，

されているのに対して，図 8 の球面 SOM においては，比較的近い位置に配置されている．

配置されたパレート解の位置と設計変数をリンクさせ表示させるシステム実装の作り込み

これは，表 2 において，最初の噴射期間から最初の燃料噴射量が噴射形状を表す設計変数

が必須である．

であるが，これらの値が両ポイントで異なっているのに対して，それ以外の，設計変数の値
は比較的似通っている．そのため，平面 SOM から判別すると p1 と p3 はまったく異なる
データと見なされるが，球面 SOM においては，クラスタとしては異なるがその中でも近
いデータであることが理解できる．このように，球面 SOM では，平面 SOM で実現でき
なかったクラスタリングが実現できている可能性がある．
これらの結果から，球面 SOM は従来の平面 SOM の有用性を持つだけでなく，近傍の
情報をより正確に表現することが可能である．したがって，球面 SOM はパレート解の表
示に適しているといえる．

7. 結

論

本研究では，ニューラルネットワークの一種である自己組織化マップ（SOM）を利用し
て，多目的最適化により得られたパレート解集合を可視化することを検討した．利用した

SOM は現在，広く利用されている平面 SOM ではなく，球面上にデータを配置する球面
SOM である．
多目的最適化で得られたパレート解は，目的関数および設計変数の数に応じた次元数を
持っている．しかし，ユーザが理解するには 2 次元もしくは 3 次元で表示する必要がある．

SOM は次元数を減らすとともに，データの類似度に応じてクラスタリングを行う手法であ
る．目的関数だけでなく設計変数も考慮したいユーザには非常に適した表示方法であるとい
える．球面 SOM では，マップの端が存在しないため，類似したデータがマップ上の近い位
置により存在するように学習する方法であるといえる．多目的最適化の実問題であるディー
ゼルエンジン噴射スケジュール問題で得られたパレート解集合を利用して，球面 SOM の
パレート解表示における有用性を検討した．その結果から平面 SOM と同様にユーザによ
るデータ解析が容易になったとともに，平面 SOM ではうまく配置できないデータが球面

SOM では配置可能であることを示した．本論文では球面 SOM の有効性はテスト関数の
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