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Abstract—In multimodal function optimization prob-

lems, which have multiple global optimal solutions,

Species-based Differential Evolution(SDE) has been pro-

posed in order to find various global optima simulta-

neously. In this mehod, the population is divided into

multiple subpopulations by using speciation, and each

species focuses its search on one optimal solution. In this

paper we improve SDE by landscape modality which is

detected from a neighborhood graph of the population.

At each generation, Hill-Valley detection is performed for

the neighborhood graph and the speciation is performed

based on it. Furthermore, dynamic crowding where the

most similar individual to an offspring is replaced with the

offspring is introduced to preserve diversity of population.

We confirmed the effectiveness of the proposed method

by comparing with conventional method on standard

multimodal benchmark functions.

I. はじめに

複数の最適解をもつ目的関数の最小値または最大
値を探索する関数最適化問題において、 全ての最適
解を発見することは非常に困難である 。 このよう な
問題を解く 方法として、 進化的アルゴリ ズムである
Differential Evolution(DE) を拡張し 、 種分化という 概
念を用いて空間を分割しながら 、 部分空間ごとに探索
を行う Species-based DE(SDE)[1] が提案されている。
また、 個体集団の近傍グラフを利用して種分化を行う
Graph-based SDE(GDE)[2]がある。
　また、 多峰性関数を探索するための手法として、 通常
のDEでは親個体を子個体で置き換えるのに対し、 子個
体に最も近い個体を置き換える Crowding DE(CDE)[3]

が提案されている。 CDEでは crowding を行う ことで
個体集団が探索過程でサブ集団に分割されていき、 多
峰性関数を大域的に探索することができる。 ただし 、
crowdingは全ての個体に行うと非常に収束速度が遅く
なってしまう 。 一方、 近傍グラフから関数の山と谷 (形
状)を判別し、 それを用いて DEの制御パラメータを調
整することで探索性能を向上させる手法も提案されて
いる [4]。
　本研究では複数解を同時に探索する手法として、 近
傍グラフ上の山谷判定に基づき種分化を行う DEを提

案する。 これは、 近傍グラフを利用して谷を判定し 、
谷を中心に種分化を行う方法である。 また、 crowding

によって収束速度が低下するという問題を解決するた
めに、 crowdingを行う個体を谷に近い個体に制限する
動的 crowding を提案する。 さらに、 crowding を行う
際に現在探索している谷とは別の谷を探索することを
防ぐために、 差分ベクト ルを小さく する局所的な差分
ベクト ルの生成方法を導入する。
　提案手法を 5つのベンチマーク問題に適用し、 従来
手法との性能の比較を行う 。

II. 従来手法

A. Differential Evolution

Differential Evolution(DE)は、 実数空間における最
適化アルゴリ ズムである。 アルゴリ ズムの基本的な構
造は遺伝的アルゴリ ズムと似ているが、 個体集団の各
個体の差分ベクト ルを遺伝的操作で利用する点が異な
る。 DEのアルゴリ ズムは以下のよう になる。

1. 初期集団 P={xk| k=1,...,NP}を構築
2. 個体の関数値を計算
3. 子個体の生成

(a) xr1 , xr2 , xr3 の選択
(b) 変異ベクト ル vの生成
(c) 変異ベクト ルと親個体を交叉

4. 置き換え
5. 終了条件を満たしていなければ、 3に戻る

　初期集団に お け る 各個体 xk=(xk1 ,xk2 ,...,xkD) ,

k=1,...,NP は、 問題の各次元における 定義域内で
ランダムに初期化される。 ただし 、 D は問題の次元
数、 NP は集団中の個体数である。 次に、 D次元の情
報をもとにして、 全 NP個の個体の関数値 f(xk)を計
算する。
　各々の個体 xP において、 それぞれ一つずつ子個体
を生成する。 DEにおける子個体の生成は、 親個体xP

と式 (1)で生成される変異ベクト ル v を遺伝子単位で
交叉させることで行われる。



v = xr1 + F (xr2 − xr3) (1)

　式 (1)の xr1 , xr2 , xr3は条件 r1 6=r2 6=r3 6=P のもとで
選択される。 xr1 はベースベクト ル、 xr2 , xr3 は差分
ベクト ルを生成するのに用いるベクト ルである。 パラ
メータ F は、 差分ベクト ルの伸縮を意味するスケーリ
ングファクターである。
　交叉を始める遺伝子座 iをランダムに決め、 区間 [0,1]

で発生させた乱数が交叉率Crより小さく かつすべての
遺伝子が交叉済みでなければ、 親個体 xP をコピーし
た子個体 xchildの遺伝子を変異ベクト ル vの遺伝子に
置換する。 交叉の方法としては、 exponential crossover

や binomial crossoverなどが用いられている。 本研究で
は exponential crossoverを使用する。
　 DEの置き換えは、 生成された子個体 xchild と親個
体 xP の関数値の比較を行い、 子個体の関数値の方が
良ければ置換を行う 。

B. Crowding DE

Crowding DE(CDE)[3]は、 ニッチング手法の 1つで
ある crowdingを導入した DEであり 、 生存選択におい
て通常の親個体を置き換えの対象とするのではなく 、 子
個体の最近傍個体を置き換えの対象とする。 crowding

を行う ことにより 、 探索空間を分割しながら大域的な
探索を行える。

1. 初期集団 P={xk| k=1,...,NP}を構築
2. 個体の関数値を計算
3. 子個体の生成

(a) xr1 , xr2 , xr3 の選択
(b) 変異ベクト ル vの生成
(c) 変異ベクト ルと親個体を交叉

4. 子個体と最近傍個体を決定
5. 置き換え
6. 終了条件を満たしていなければ、 3に戻る

　 1～3については、 通常の DEと同じである。 特徴的
な点は 4の部分である。 CDEの置き換えは、 生成され
た子個体 xchild と子個体に最もユークリ ッ ド 距離が近
い個体xcrowdの関数値の比較を行い、 子個体の関数値
の方が良ければ置換を行う 。

C. 近傍グラフによる山谷判定

1) 近傍グラフの生成: 個体集団 P={xk| k=1,...,NP}
が与えら れると き 、 近傍グラフの 1 つである Rela-

tive Neighborhood Graph(RNG)は次のよう に生成され
る。

1. 個体集団から 2個体 xi, xj を選択する
2. xi, xj間の距離 dij をユークリ ッド 距離で求める
3. 全体から個体 xz を選択する
4. xi, xz 間の距離 diz、 xj , xz 間の距離 djz をユー
クリ ッ ド 距離で求める

5. RNGの条件の判定
個体xi, xj を中心とし、 距離 dij を半径とした円
の共通部分に他の個体xzが存在するかどうかを
式 (2)で判定する。

dij < max{diz, djz}, for allx
z∈P,xz 6=xi,xj

(2)

a) 式 (2) を満たさない個体が 1つでも存在す
る場合、 個体 xi,xj は近傍ではない。

b) 式 (2) を満たさない個体が 1つも存在しな
い場合、 個体 xi,xj は近傍である。

6. 全ての個体の組み合わせを調べ終えれば終了、 そ
う でなければ 1に戻る。

2) 山谷判定: 関数景観の山と谷を判定 [4]するため
に、 各点に対して山度と谷度を付与する。 近傍グラフ
の全ての辺について、 その辺を構築する 2点のう ち、
関数値の良い点の谷度を 1増加させ、 悪い点の山度を
1増加させる。 山度が 0の点は谷に対応する点、 谷度
が 0の点は山に対応する点とみなすことができる。
　山谷判定を行う際の例を図 1に示す。 図 1の例では、
点 pが谷になり 、 点 rが山となる。

図 1. 山谷判定の例

D. 置き換え防止操作

DEでは、 世代を重ねていく ことで最適解付近に解
は収束していく が、 複数の最適解をもつ最適化問題で
は、 進化を行い続けると個体密度の低い最適解周辺か
ら個体が移動してしまう ことがある。
　これを防止するために、 置き換え防止操作 [2] を行
う 。 置き換え防止操作は子個体との置き換えの際に親
個体xiから一定の距離 dr内に存在する個体数N xi と、
生成したト ライアルベクト ル U から一定の距離 dr内
に存在する個体数 NU とを比較する。 このとき、 Nxi

＜ NU となる場合は子個体との置き換えを行わない。
この操作を行う ことで、 最適解周辺から個体密度の高
い位置へ個体が移動するのを防ぐことが可能である。



III. 提案手法

A. 山谷判定による種分化を用いた DE(VGDE)

Hill-Valley detection based GDE(VGDE) のアルゴリ
ズムを以下に示す。

1. ランダムに個体を生成し集団を構築する
2. 全個体間の距離を求める
3. 個体間の近傍を求め、 相対近傍グラフを生成
4. 近傍関係をもとに山谷判定を行う
5. 山谷判定から種分化を行う
6. 子個体を生成する

(a) xr1 , xr2 , xr3 を選択する
(b) 変異ベクト ル v を生成する
(c) 変異ベクト ルと親個体を交叉する

7. 子個体との比較および置き換えを行う
8. 終了条件を満たしていなければ、 2に戻る
さらに、 上記 5のアルゴリ ズムを以下に示す。

a) 山谷判定で得た山度、 谷度から谷点を調べる
b) 見つかった谷点を種の支配者とする
c) 谷点となった個体以外は、 自身の 1番近く
にある谷点の種に所属する

子個体の生成に用いるベースベクト ルと差分ベ
クト ルの選択方法を以下のよう にする [5]。

• ベースベクト ルは親個体が所属する種の支配
者を選択する

• 差分ベクト ル生成のための個体 (xr2 ,xr3)は
進化に多様性を持たせるために、 全体からラ
ンダムに選択する

B. 山谷判定による動的 crowding

通常の DEでは、 子個体を生成した際には親個体を
そのまま置き換える。 本研究では crowding を行う こ
とで、 置き換える個体の変更を行っている。 しかし 、
crowding を用いると集団の多様性は向上するが、 親
個体が取り残され、 探索の速度が大きく 低下してしま
う 。 そこで、 山谷判定から得られた谷度、 山度を用い
crowdingを行う個体を決定する。
　また、 通常の DEでは差分ベクト ル生成のための個
体は、 進化に多様性を持たせるために集団全体からラ
ンダムに選択するが、 VGDEにおいて crowdingを行っ
ても、 差分ベクト ルが大きいと図 2のように自身の近
傍の谷の個体は進化せず別の谷の個体の進化を行って
しまう場合がある。 そこで、 自身の周り を探索するた
めに、 親個体から最も近い個体との距離Lsmall を半径
とする領域を作り 、 その領域にランダムに個体を 2つ
生成し、 その 2つの点で差分ベクト ルを取る。 D次元
の球内の個体は次のよう に作成する。

(1) D個の独立な一様乱数u(0 ≤ ui ≤ 1)を作成する
　 (i=1,2,..., D)

(2) 平均 0,分散 1の正規分布をもつ D個の独立な正
規乱数 z を作成する
　　 z2i−1=(-2logeu2i−1)

1/2cos2πu2i
　　 z2i=(-2logeu2i−1)

1/2sin2πu2i (i=1,2,...)

(3) 作成された zの大きさ Lz を求める
(4) z を半径 Lsmallの球上に移動させる
　　 yi = zi(Lsmall/Lz) (i=1,2,..., D)

(5) 一様乱数 r(0 ≤ r ≤ 1)を作成する
(6) y を球内に移動させる
　　 xi = yir

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

以上の方法を用い、 2個体を生成する。

図 2. 差分ベクト ルの大きさによる置き換えの違い

IV. 実験

A. 使用する関数

従来手法の GDEと提案手法の VGDEを複数の最適
解をもつ表 Iのテスト 関数に適用し、 性能比較を行う 。

表 I

テスト 関数

関数名 次元数 最適解の数
Shubert関数 (F1) 2 18

Himmelblau関数 (F2) 2 4

Six-Hump Camel Back関数 (F3) 2 2

Branin RCOS関数 (F4) 2 3

3-peaks関数 (F5) 2, 5, 10 3

B. 実験設定

1) 使用したパラメ ータ : 実験で用いたパラメ ータ
を表 IIに示す。 表 IIの個体数とは集団中の個体数であ
り 、 全ての関数において個体数を 100とする。 次元数
は 3-peaks関数のときのみ 2, 5, 10の 3つの次元につ
いて実験を行う 。 それ以外の関数は全て 2次元での探
索となる。 最大世代数は 1回の試行において進化させ
る世代数であり 、 最大世代数は 500とした。 また、 山
谷判定により 得られた山度、 谷度から交叉率 Cr とス
ケーリ ングファクターの調整を行う 。 表 IIIのように、
谷度＞山度の個体については局所的な探索を行うため
に F を小さく し、 Cr を大きく する。 山度＞谷度の個体
については大域的な探索を行うために F を大きく し 、
Cr を小さく する。

2) 評価方法:

・ 収束速度 (Convergence Speed)

各ステップごとに大域最適解 (Opti)と 、 その解
との距離が 0.1 以内である個体 (Mi) の関数値
(f(Opti) と f(Mi)) を比較する。 全ての大域最



表 II

実験で用いたパラメータ

パラメータ 内容 値
NP 個体数 100

D 次元数　 2, 5, 10

Gmax 最大世代数 500

F スケーリ ングファクター 0.5

Cr 交叉率 0.9

dr 置き換え半径 1.0e−4

表 III

調整したパラメータ

F Cr

谷 0.3 1.0

谷度＞山度 0.3 0.9

谷度=山度 0.5 0.9

谷度＜山度 0.8 0.9

適解について関数値の差が 10−5以下となる場合
に解が収束しているとし 、 そのときの評価回数
を収束速度とする。

・ 発見個数
終了ステップ時に大域最適解と大域最適解に最
も近い個体との距離を求める。 個体が最適解か
ら一定の距離 δ 内に存在すれば、 解を発見した
とみなす。 ここでは、 δ =10−3 とした。

C. 実験結果と考察

RNG による近傍関係から種分化を行った GDE と
RNG による山谷判定から種分化を行った VGDE と
VGDEに動的 crowdingを導入した VGCDEの結果を、
次の表 IVに示す。 表の収束速度内の括弧内は 50回の
試行の内、 収束の条件を満たした場合の回数である。

表 IV

GDE, VGDE, VGCDE の性能比較

関数 手法 収束速度 発見個数
F1 GDE 35808.00(50) 18.00

VGDE 24480.00(45) 17.40

VGCDE 19664.00(50) 18.00

F2 GDE 14132.00(50) 4.00

VGDE 6852.00(50) 4.00

VGCDE 4280.00(50) 4.00

F3 GDE 6188.00(50) 2.00

VGDE 3680.00(50) 2.00

VGCDE 1928.00(50) 2.00

F4 GDE 8148.00(50) 3.00

VGDE 4906.00(50) 3.00

VGCDE 3860.00(50) 3.00

F5(D = 2) GDE 5618.00(50) 3.00

VGDE 2962.00(50) 3.00

VGCDE 2004.00(50) 3.00

F5(D = 5) GDE 15938.00(50) 3.00

VGDE 7222.00(50) 3.00

VGCDE 6512.00(50) 3.00

F5(D = 10) GDE 35116.00(50) 3.00

VGDE 16590.70(43) 2.78

VGCDE 13720.00(50) 3.00

　GDEに比べ VGDEは収束速度が全ての関数で速く
なっている。 VGDEのほうが GDEより も種の数が少
なく 、 一般的に種の数が少ない場合のほうが収束速度
が速く なる性質があるため、 VGDEのほうが収束速度
が速く なったと考えられる。 発見個数については、 F2

～F4 と F5の 2次元についてはVGDEは全て発見する
ことができている。 しかし 、 F1、 F5の 10次元につい
ては全ての最適解を発見することはできなかった。 F1

の最適解はペアとなる最適解が非常に近い位置にある
ため、 ペアとなる最適解が 1つの谷に見えてしまい、
全ての最適解を発見することができなかったと考えら
れる。 F5の高次元については、 山谷判定により最適解
の位置を谷として見えていなかったため発見すること
ができなかったと考えられる。
　 VGCDEは、 谷度の良い個体に対して crowding を
行ったことで、 多様性が保たれ、 F1～F5 の関数にお
いてすべての解を発見することができた。 また差分ベ
クト ルを小さく し 、 パラメータ調整によって谷度の良
い個体の周辺を局所的に探索することにより 、 VGDE

と比べさらに収束速度を速めることができたと考えら
れる。

V. おわり に

山谷判定に基づく 種分化と動的 crowding を行う 方
法を提案し、 安定して複数解が探索できることを示し
た。 本研究では、 個体の谷度、 山度に応じて F と Cr

の調整を行った。 今後の課題として、 パラメータ調整
を行わずに全ての最適解を発見できるよう な手法を考
案したい。 また、 さらに高次元の問題にも対応できる
よう に改良する必要がある。
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