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Abstract—Particle swarm optimization (PSO) is a popu-
lation based stochastic optimization algorithm. PSO works
with a swarm of simple agents and has been successfully
applied in many areas. However, to avoid premature
convergence in multi-modal function is difficult for PSO.
In this paper, we introduce the concept of colony fission
to PSO and aim to improve search performance in multi-
modal function. The colony fission is phenomenon that
swarm such as bees, wasps and ants is divided to several
colonies. In proposed method, colonies are generated
stochastically and they cooperatively search solutions in
multi-modal function.

I. はじめに

最適化アルゴリズムは、与えられた制約において大
域最適解 (最小値もしくは最大値)を探索するアルゴリ
ズムである。PSO(Particle Swarm Optimization:粒子群
最適化)は群知能を用いた最適化アルゴリズムの一種
である。群知能は単純な動きをする生物が、集団とし
て複雑かつ合理的な動き (処理)を実現し、全体として
高度な知能を発揮することを指す。この PSOの最大の
問題点は多峰性関数最適化における局所解への初期収
束である。初期収束は多大な性能損失を引き起こし、
局所最適解に陥る。
本研究では初期収束を防ぐために蜂や蟻に見られる

巣別れという習性を導入する。従来の PSOでは各粒子
が多次元空間を飛び回りあくまで個々に最適解を見つ
けるという動きをとるが、巣別れの概念を用いること
でいくつかの粒子を一つのグループ（巣）とみなし、
そのグループ単位で最適解を探索することを目的とし
ている。粒子単体の動きでは陥りやすかった初期収束

や局所解への停滞を緩和するために 2つの手法を提案
する。
本論文の構成は次のとおりである。第2章ではオリジ

ナルの PSOと引力と斥力の概念を導入した Attraction
Repulsion PSO(ARPSO)について説明し、第 3章では
巣別れの概念を導入した 2つの PSOアルゴリズムの提
案を行う。そして第 4章では、実験内容と実験結果、
考察を述べる。最後に第 5章でまとめと今後の課題に
ついて述べる。

II. 粒子群最適化法と ARPSO

PSOは集団の行動に基づく群知能アルゴリズムの一
つであり、エージェントが持つ解の集団の行動の原理
を模倣したアルゴリズムである。エージェントが鳥や
魚の群れのように集団として最適化問題を解決してい
くことを期待している。

n次元関数の関数最適化について考える。PSOでは
i番目 (1 ≤ i ≤ N (Nは粒子数))のエージェントは多
次元空間内での座標 xij = (xi1, xi2, ..., xin)とそれに
対応した速度（velocity）vij = (vi1, vi2, ..., vin)の組で
指定される。また、その時の各エージェントの評価に
対応する適合度（fitness）は関数値 f(xi)で与えられ
る。各エージェントは自分の適合度のそれまでの最良
値 f(pi)とその座標 piを記憶しており、更にエージェ
ントの集団全体での最良値 f(pg)とその座標 pg を知
りえるとする。各エージェント iは現在の速度の第 j
成分 (1 ≤ j ≤ n)を以下の式で更新する。

vij = ωvij + φ1(pij − xij) + φ2(pgj − xij) (1)



これがあらかじめ定めた範囲 [−vmax, vmax]内かを
チェックした後、現在の位置を以下に従い更新する：

x′ij = xij + vij (2)

ここで φ1, φ2は 0と 2の間の一様乱数である。また
ωは慣性重量（inertia weight）と呼ばれ、今回用いた
LDIW(Linearly Decreasing Inertia Weight)では、初期
値 ωintから、繰り返しステップの最終での ωfinまで、
直線的に減少する以下の式を用いる：

ω = (ωint − ωfin) ∗ (MAX − itr)/MAX + ωfin (3)

ここで itrは現在の繰り返しのステップ、MAX は
最大ステップ数である。これにより itrが大きい探索
の後半に入ると、速度は遅くなり、探索が細かく行え
ることになる。また、速度の上限値 vmaxもアルゴリ
ズムのパラメータである。このように、標準的な PSO
では、エージェントは、自分の過去の最良値を与える
方向とエージェント全体での最良値を与える方向とを
ランダムに加えた方向に向かう速度を持つ。この標準
的な PSOの処理は次のようになる。

1) 各エージェントの位置xiと速度 viを乱数で初期
化する。繰り返しカウンタ itr = 1とする。

2) 各エージェント iに対して以下を繰り返す。
3) 各エージェントの速度成分を式 (1)で決定する。
4) 速度が最大値 vmax、あるいは最小値−vmaxを超
えているかチェックする。超えていれば最大値あ
るいは最小値とする。

5) 各エージェントの位置を式 (2)で更新する。
6) 各エージェント iの今までの最良値を与える座標

pi、エージェント全体の集団の最良メンバの座標
pg を更新する。

7) 繰返しカウンタ itrを 1増やして 2.に戻る。
PSOの問題点である初期収束の改善のために、引力

と斥力の概念を組み込んだ ARPSO(Attraction Repul-
sion PSO)[1]が提案された。この手法は PSOのアルゴ
リズムに引力と斥力のフェーズを加えたもので、引力
フェーズでは粒子がお互いを引きつけることで群れが
縮小していき、それにしたがって多様性は減少してい
く。多様性が、設定した閾値 dLow(下限)を下回ると
き、斥力フェーズに切り替わる。斥力フェーズでは個々
の粒子が持つ最適解 bmpiとグループ全体の最適解 pg

に引きつけられる代わりに反発し合うことで部分最適
解に陥った状況になってもそれにとらわれず最適解を
探索することを目的としている。そして設定した閾値
dHigh(上限)を上回ると、引力フェーズに戻る。

ARPSOは PSOに多様性を測定する diversityと引
力と斥力のフェーズを設定する符号変数 dirが加わる。

diversity は群れの多様性尺度を測定するものであ
り、以下の式で定義される。

diversity(S) =
1

|S||L|

|S|∑
i=1

√√√√ n∑
j=1

(pij − pj)2, (4)

Sは群れであり、|S|は群れのサイズである。|L|は
探索空間の対角線 (最長)の長さである。nは次元数で
あり、pijは i番目の粒子における最良位置の j次元目
の値である。そして pj は j 次元目の値の平均値であ
る。

符号変数 dirは、今現在のアルゴリズムをどちらの
フェーズ (引力か斥力)に合わせるかを 1か-1で指定す
るものであり、以下の式で定義される。

dir =

{
−1 (dir > 0 ∧ diversity < dLow)
1 (dir < 0 ∧ diversity > dHigh)

(5)

ただし、dirの初期値は 1である。この dirを粒子の速
度更新式において以下のように設定することにより、
引力や斥力の動きを表す。

vij = ωvij + dir(φ1(pij − xij) + φ2(pgj − xij)) (6)

III. 提案手法

本論文では従来の PSOに巣別れの概念を導入した
2種類の PSOアルゴリズムを提案する。各アルゴリズ
ムの概要と PSOから変更した粒子の更新式を以下に
示す。

• 　 Nest Search Particle Swarm Optimiza-
tion(NSPSO と略記) は、ARPSO の概念を応
用し、粒子単体ではなく、グループ単位で引力と
斥力を働かせるものである。いくつかの粒子を
一つのグループとみなし、そのグループはある
程度塊となって空間内の最適解を探索するアル
ゴリズムである。また、多様性が dLowを下回れ
ばグループ数を増やし引力フェーズに移行する。
多様性が dHighを上回ればグループ数を減らし
斥力フェーズに移行する。以下の式で粒子の速度
を更新する。ここで、式中の lkij はグループ内で
の最良解を表す。

v′kij = ωvij + c1rand1ij(p
k
ij − xij)

+c2rand2ij(l
k
ij − xij)

+dir ∗ c3rand3j(gj − xij)

• 　Queen Particle Swarm Optimization(QPSOと略
記)は、PSOに女王粒子（Queen Particle）という
特別な動きをする粒子を採用し最適解を探索する
というものである。女王粒子は粒子全体で導き出
した最適解に近づくと同時に空間内に存在する他
の女王粒子たちの重心から離れながら飛び回り、
女王が属するグループ内の粒子が女王についてい
くことにより解を探索する。女王粒子自体は最適
解を探索する動きはしない。局所最適解に陥りに
くくなることを目的としたアルゴリズムである。
また、このアルゴリズムでは女王粒子の数が増減
するのに合わせて、グループ数も増減する。以下



の式で女王の位置と粒子の速度を更新する。ここ
で、K はグループの数を表す。

q′kj = qkj + q1rand4j(gj − qkj )

+q2rand5j(q
k
j −

∑K
l 6=k q

l
j/(K − 1))

v′kij = ωvkij + c1rand1ij(p
k
ij − xkij)

+c2rand2ij(l
k
j − xkij) + c3rand3ij(q

k
j − xkij)

IV. 実験・考察

本研究で提案したNSPSOとQPSOの比較実験の結
果と考察を本節で紹介する。本実験ではテスト関数に
おける大域最適解（最小値）の良好さでPSO、ARPSO、
NSPSO、QPSOを比較する。また、最適化アルゴリズ
ムにおいて探索性能の良さを示す指標として探索時間
の短さが挙げられる。本実験では NSPSOと QPSOの
グループ数（巣）の最小数を 3、最大数を 10に設定す
る。本実験では繰り返し回数 10000回という比較的少
ない探索回数の中でいかに大域最適解を発見できるか
を検証する。従来の PSOおよびARPSOとどの程度探
索性能に違いがあるかを比較実験し、考察する。実験
に用いるテスト関数としてGriewank関数,Ackley関
数,Rosenbrock関数,Rastrigin関数を用いる。

A. NSPSOの実験に使用したパラメータ

NSPSOで設定したパラメータを表 Iのように設定
し、次元数を 20次元、50次元、100次元で実験を行っ
た。また、多様性の閾値については表 IIに示すように
上限と下限を設定した。

表 I
NSPSO で使用したパラメータ

試行回数 50回
繰り返し回数 10000回
エージェント数 10
c1,c2,c3 2.0
慣性重量 ω の上限 0.9
慣性重量 ω の下限 0.4
グループの上限 10
グループの下限 3

B. QPSOの実験に使用したパラメータ

QPSOで設定したパラメータを表 IIIのように設定
し、次元数を 20次元、50次元、100次元で実験を行っ
た。誕生確率と死滅確率は女王粒子の誕生・死滅を表
すものである。乱数により得られた値が閾値以下なら
女王粒子が誕生及び死滅する。

表 II
NSPSO の多様性の上限と下限

次元数 20 50 100
上限 (dHIgh)

Grienwank 5.00e−06 5.00e−06 5.00e−06

Ackley 5.00e−06 5.00e−06 5.00e−06

Rosenbrock 3.50e−05 3.50e−05 1.00e−02

Rastrigin 5.00e−04 5.00e−04 5.00e−04

下限 (dLow)
Grienwank 1.00e−07 1.00e−07 1.00e−07

Ackley 1.00e−07 1.00e−07 1.00e−07

Rosenbrock 3.00e−05 3.00e−05 1.00e−03

Rastrigin 1.80e−04 1.80e−04 1.80e−04

表 III
QPSO で使用したパラメータ

試行回数 50回
繰り返し回数 10000回
エージェント数 10
c1,c2,c3 2.0
q1 2.0
q2 0.05
慣性重量 ω の上限 0.9
慣性重量 ω の下限 0.4
グループの上限 10
グループの下限 3
誕生確率 0.001
死滅確率 0.0001

C. 比較実験及び考察

オリジナルの PSO、ARPSO、NSPSO、QPSOにつ
いての比較を表 IVから表 VIIに示す。なお最小値を
求める最適化により、それぞれの次元において発見
できた最適解とその平均値および標準偏差を載せる
ARPSOについて論文 [1]の中に多様性の閾値 dLow =
0.5e−6,dHigh = 0.25、繰り返し回数は 40000回と記
述されており、本実験でもこの閾値を採用した。しか
し、本実験では繰り返し回数 10000回という少ない回
数の中で最適解を探索したため、設定した閾値まで多
様性が停滞する前に一回の試行が終わってしまった。
そのため、PSOとARPSOの差がほとんど見られない。
少ない探索回数の中でより良好な値を見つけるという
点で今回提案した 2つの手法はどちらもオリジナルの
PSO,ARPSOよりも良い動きを示すことができた。

NSPSOにおいて、本実験では多様性の閾値におい
て関数毎に違う値を設定している。多様性の値を最適
化することでよりよい最適解を探索できると考えられ
る。また、アルゴリズムやパラメータに修正を加え探
索効率を向上することで 50次元、100次元など高次
元での探索においてもより良好な動きをすると思われ
る。QPSOにおいては、Rastrigin関数以外の最適化
性能においてすべてのアルゴリズムを上回っている。
Rastrigin関数においては最適解を見つけだすことに
は成功しているが最適解に女王が留まりにくいので



表 IV
GRIEWANK 関数の実験結果の比較

次元数 20 50 100
PSO 0.94 0.99 1
標準偏差 0.70e−01 2.61e−04 0
ARPSO 0.93 0.99 1
標準偏差 0.64e−01 1.45e−05 0
NSPSO 4.88e−11 3.57e−03 1.12e−01

標準偏差 1.96e−10 2.69e−03 6.15e−02

QPSO 1.06e−01 4.24e−03 2.69e−03

標準偏差 4.40e−02 2.26e−02 1.38e−02

表 V
ACKLEY 関数の実験結果の比較

次元数 20 50 100
PSO 4.53e−15 1.13 3.58
標準偏差 2.64e−15 0.83 0.79
ARPSO 0.29 1.18 3.66
標準偏差 0.20 0.87 0.99
NSPSO 3.32e−03 4.04e−01 3.34
標準偏差 2.55e−03 6.26e−01 1.52e−01

QPSO 1.21e−15 3.58e−02 1.97e−02

標準偏差 9.61e−16 2.50e−01 1.38e−01

平均値にこれだけの差が出たのだと思われるしかし、
QPSOについては関数毎の細かいパラメータ設定の必
要がないという点も他のアルゴリズムより優れている
ところだと考える。また、提案手法の両方が 100次元
におけるRosenbrock関数の最適化だけは苦しんでい
る。今回使用した最適化関数においてRosenbrock関
数だけが変数間の依存関係が強い関数であった。依存
関係の強さが最適化の困難につながったのではないか
と考える。

V. おわりに

本論文では関数最適化手法の 1つである PSOに巣
別れの概念を導入する研究を行った。複数のエージェ
ントを 1つのグループ (巣)として多次元空間内を探
索する 2つの手法を提案した。1つは ARPSOの概念
を応用しエージェント同士で引力と斥力を働かせるの
ではなくグループ内で力を働かせるというものである
（Nest Search Particle Swarm Optimization,NSPSO）。も
う 1つは女王粒子というグループのリーダーを作り、
そのリーダーに複数のエージェントがついていきなが
ら空間内を探索するというものである (Queen Particle
Swarm Optimization)。
よく知られた関数最適化問題について性能比較のた

めの実験を行った。また、本実験では少ない探索回数の
中でどれだけ最適解を発見できるか前提として従来手
法との比較検証をした。本実験では探索回数を 10000
回に固定して最適化を試みたが従来手法では最適解を
ほとんど探索できていないのに対して、提案手法では
どちらも従来の PSOアルゴリズムを上回る結果を残す
ことに成功した。しかし、探索回数が少ないが故に、
高次元での最適化において提案手法は必ずしも良好な

表 VI
ROSENBROCK 関数の実験結果の比較

次元数 20 50 100
PSO 40.65 203.66 48565
標準偏差 82.43 260.32 143896
ARPSO 75.3671 288.37 16680.3
標準偏差 145.63 562.41 36623
NSPSO 13.68 62.11 3677.37
標準偏差 2.62 23.67 346.24
QPSO 17.08 47.84 171.53
標準偏差 6.84e01 3.10e01 510.28

表 VII
RASTRIGIN 関数の実験結果の比較

次元数 20 50 100
PSO 14.90 94.32 299.04
標準偏差 5.83 23.82 48.44
ARPSO 15.64 98.32 298.3
標準偏差 5.59 18.0 45.47
NSPSO 14.89 96.66 341.54
標準偏差 4.83 18.07 38.3
QPSO 30.39 153.11 421.54
標準偏差 18.82 101.88 303.79

動きを示したとは断言できない。探索回数を増やせば
提案手法の動きもより良いものになるのではないかと
考える。
今後の課題として NSPSOについては多様性の尺度

の閾値の設定があまりよくなかったために探索性能を
向上させることができなかったと考える。また、引力
と斥力の役割をもつ符号変数 dirの適用が gbestに対
してのみであったために、力の効果が薄かったところ
も改善点として考えられる。QPSOについては女王粒
子の動きの自由度の変更を改善点として上げる。女王
粒子の動く方向や動くスピードのパラメータの最適な
数値を発見できれば探索性能の向上の期待ができる。
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