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Abstract: Army ants perform the altruism, in which the ants sacrifice its own well-being for the benefit
of another ants. We developed the multi agent system of army ants. A kind of altruism is appeared in the
simulation results where there are 2 kinds of ant agents, ‘Major ant’ and ‘Minor ant’. Ants communicate
with each other via pheromones. The pheromones evaporate at a ratio and diffused into the space of
neighbors. The other ants can recognize them as the signals from the other ants. In this paper, the
distribution of diffusion is performed on a stochastic function. This paper describes the performing altruism
of ant based multi agent system.

1 はじめに

ナチュラル・コンピューティング分野の研究におい

て，多くの個体があるまり，集合的なふるまいを見せ

る群知能の行動の解明，モデル化を目的とする研究が

進展している. このような群知能の研究では，システ
ムにおけるエージェントのふるまいがどのようなクラ

スに分類できるのか，またエージェントの行動とシス

テム構造との間における関係性を探求することに関心

が集まっている.

文献 [1]の研究は，軍隊アリの生態をマルチエージェ
ントシステムを用いて再現した．軍隊アリが持つ群れ

のために自分を犠牲にする，利他行動と呼ばれる特徴

に着目し，アリ独特なフェロモンなどを起用すること

で，利他行動と思われる挙動が確認されている．文献

[2]では，利他行動を行う場所を多様化するために，役
割分担を導入した手法を提案した．いずれの研究も，シ

ミュレーション環境におけるフェロモンの定義は，フェ

ロモンをまいたマスより上下左右のマスにしか拡散し

ない仕様となっていた．本研究では，フェロモンを空

間的に拡散していく様子を確率分布に基づいてシミュ

レートし，さらにモデル化された生物の生態 [3]を用い
て，エージェントがチェーンに入るのみではなく，離

れる挙動もシミュレートした．その結果利他行動と考

えられる特徴が確認できたので，ここに報告する．

2 シミュレーション環境
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図 1: 平面環境図

マルチエージェントシミュレーションシステムを作

成するために Swarmライブラリ [4]を用いた．これは
Objective-C または Java 言語で利用することができ
る．本実験では Swarmライブラリを用い，文献 [1]と
同じ環境で構築した. 図 1はシミュレータのスクリー



ンショットである. X軸に 100 マス,Y 軸に 100 マス
の 2次元平面環境である. 中央に巣を配置し ,そこから
エージェントを生成する. このエージェントは 2種類
おり，軍隊アリの動きを模倣した動きをするものであ

る. 詳細は以降に記述する．また，巣の周りに通行不
可の溝を配置した. シミュレーションにおける利他行
動は，ある条件が満たされた場合，この通行不可の溝

の上にエージェントが進むことと定義した．

3 フェロモン
3.1 フェロモン拡散率

本シミュレーションではフェロモンは蒸発したフェ

ロモンが空間に拡散すると定義した. 拡散は空間的に
広がるように，確率分布に基づいて分泌する仕様となっ

ている.図 2は平面の中心にアリがいる状態でフェロモ
ンが拡散している様子を示している．また図 3はフェ
ロモンが拡散している様子の平面図である．

図 2: フェロモン拡散の例
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図 3: フェロモンが 1反復で拡散する範囲

なお，フェロモン拡散率 r1 : r2 : r3 = 0.788 : 0.043 :
0.010とする．

3.2 フェロモン更新式

spacex,y(t)をある地点 (x, y)における tステップ目

の spaceフェロモン濃度であるとする．すると t+1ス
テップにおける (x, y)のフェロモンの拡散による濃度

変化は式 (1)で表すことができる. また，r1は上下左

右のマスに対する拡散率であり，r2は斜め方向のマス

に対する拡散率である．次に groundx,yは (x, y)にお
ける groundフェロモン濃度である．また，reはフェ

ロモン蒸発率である．

spacex,y(t + 1) = spacex,y(t)

+r1(
∑

p

spaceip,jp(t) − 4spacex,y(t))

+r2(
∑

q

spaceiq,jq (t) − 4spacex,y(t))

(1)

(xip , yjp) = {(x, y + 1), (x, y − 1), (x + 1, y), (x − 1, y)}

(xiq , yjq ) = {(x + 1, y + 1), (x + 1, y − 1),

(x − 1, y + 1), (x − 1, y − 1)}

spacex,y = spacex,y + re ∗ groundx,y (2)

4 エージェントの定義
4.1 軍隊アリの状態
シミュレーション内で軍隊アリを再現するために 3
つの状態を生成した.
Search

餌を探索している状態．巣と離れた方向に進む条
件により Altruism 状態となり，餌を見つけると
Return状態となる．

Return
餌を巣へ持ち帰る状態．巣へ戻ると Search状態と
なる．

Altruism
利他行動をしている状態.条件により Search状態
となる．

4.2 役割分担の詳細

シミュレーションにおいて，以下のようにエージェ

ントの役割分担を行った．

メジャーエージェント

フェロモンをまきながら移動し，マイナーエージェ

ントをひきつけ，集団で餌を探索させる．餌を見

つけても巣へ持ち帰らず，マイナーエージェント

の誘導を続ける．また，利他行動は行わない．

マイナーエージェント

ランダムウォークにより餌を探索する．フェロモ

ンが周囲 1マスにあれば，影響されてフェロモン
量が多いマスへ進む．餌を見つけるとフェロモン

をまきながら巣へ持ち帰る．また，条件により利

他行動を行う場合がある．



4.3 Search状態のアルゴリズム

(1)餌の探索

周囲 1マスに餌があるか探索する．餌があればそ
のマスへ進み，Return状態へ遷移する．餌がなけ
れば，餌の探索を行う．(2)へ進む．

(2)フェロモンの探索

周囲 2マスにフェロモンがあるか探索する．フェ
ロモンがあれば (6)へ進む．なければ (3)へ進む．

(3)他のエージェントの探索

周囲 2マスに他のエージェントがいるか探索する．
他のエージェントがいれば (4)へ進む．いなけれ
ば (7)へ進む．

(4)溝の探索

周囲 1マスに溝があるか探索する. もし溝があれ
ば，Altruism状態となる．それ以外は (6)へ進む．

(5)移動

フェロモンの値が高いマスを進む予定のマスとす

る．進む予定のマスに他のエージェントか溝があっ

た場合は (6)へ進む.無い場合は進む予定のマスへ
進み (1)へ進む．

(6)進む方向をランダムに設定

前方のマスに溝や他のエージェントがいないこと

を確認し，そのマスへ進み，(1)へ進む．なお，そ
の方向に進む確率を設定した．そうでなければ，

進むことの可能なマスへ進み，(1)へ進む．また，
周囲のマスが他のエージェントか溝のみの場合は

その場に停止する．なお，反復した際に周囲のマ

スが他のエージェントか溝が無いマスが 1つでも
ある場合は，解除されランダムウォークを行う．

4.4 Return状態のアルゴリズム

(1)現在地の確認

現在いるマスが巣ならば，Search状態へ遷移する．
巣でなければ，巣の方向にあるマスを進む予定の

マスとして設定する．(2)へ進む．

(2)溝の探索

進む予定のマスに溝があれば (3)へ進む．なけれ
ば進む予定のマスへ進む．

(3)ランダムウォーク

ランダムに周囲 1マスを選択する．そのマスに他
のエージェントや溝がなければそのマスへ進む．

あった場合は，他のマスを選択する．周囲のマス

に他のエージェントか，溝のみの場合はその場に

停止する．なお，反復した際に周囲のマスが他の

エージェントか溝が無いマスが 1つでもある場合
は，解除されランダムウォークを行う．

4.5 Altruism状態のアルゴリズム

(1)他のエージェントの探索

周囲 2 マスにエージェントが n 以上いればエー

ジェントは確率αで利他行動を続ける．それ以外

の場合と確率 1 −αで (2)へ進む．

(2)Search状態へ遷移

チェーンの一部となっているマスから周囲 1マスを
ランダムで選び，進める場所であれば進み Search
状態へ遷移する. 進めない場合はその場でまた
チェーンの一部となる.

5 Lioniの公式
軍隊アリは同じグループに属するグループの数に基

づき，チェーンに対する依存度が異なる．これによく

似た確率がある [3]．この確率をチェーンから離れる確
率に起用する．なお aを他のエージェントに影響され

ない，独自のチェーンから離れる確率，bを周囲のフェ

ロモン量に応じたチェーン iに対する依存度，Xi を

チェーン iにいるエージェントの数とする．

Pi =
a

1 + bX2
i

(3)

6 実験
手法 1:フェロモン情報による利他行動

正規分布に基づいたフェロモン拡散率を導入．フェ

ロモン情報に基づき利他行動を行う．

手法 2:近傍状況による利他行動

近傍状況による利他行動を行う．

手法 3:Lioniの公式を導入

チェーンから離れる確率を式 (3)とする手法である．

上記の手法を用いて，シミュレーションを行った．表

1はシミュレーション環境はエージェントの数を 100
とし，餌 49(=7× 7)の環境において餌を巣へすべて
持ち帰った反復回数の最小値，最大値，平均，標準偏

差の表である．また，利他行動を行っているエージェ

ント数推移を図に示した．



表 1: 全ての餌を採り終える Step数

手法 最小値 最大値 平均 標準偏差

手法 1 605 2284 1253 514.8

手法 2 945 2426 1349.4 437.6

手法 3 736 1876 1172 421.2
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図 4: 利他行動を行っているエージェント数

表 1により，手法 3が最も効率の良い行動を示した
と言える．手法 1のエージェントはフェロモンにより
利他行動を行うため，溝付近にフェロモンがまかれな

いと，利他行動を行い，餌を発見することが困難とな

る．そのため各々の試行に差が生じ，標準偏差が最も

高い結果となった．

図 4を見ると，手法 1では利他行動を行っているエー
ジェントの数に大きな変化が見られる．これは，最短

経路で渋滞が起こったため，溝付近でエージェントが

かたまった．よって餌を採ってくるエージェントが減少

し，最短経路のフェロモンが蒸発してしまったため利

他行動を行わなくなったと考えられる．手法 2では小
さいチェーンは壊れたが，最終的に横側の溝にチェー

ンを構築したままの状態が多かった．手法 3では Lioni
の公式により，チェーンから離れるエージェントの数

が多いように見られる．最終的に最短経路の溝に多く

のエージェントが利他行動をしている様子が見られた．

7 おわりに
軍隊アリの特徴を与えたエージェントを用いた実験

により，利他行動と考えられる特徴が確認された．ま

た，シミュレーション環境の設定では，確率分布に基

づいたフェロモン拡散率を与えたことにより，蒸発し

たフェロモンが空間的に広がる様子を表現することが

できた．その結果，フェロモンをたどることにより，餌

を発見するエージェントが多く見られた．利他行動に

おいては，利他行動から離れる確率を導入することに

より，最短経路でない場所に利他行動を行っているグ

ループの数は減少した．また，最短経路で利他行動を

行っているグループの数は安定していた．このように

して，集合的なふるまいにより，最短経路にチェーン

を構築し，効率良く餌を運搬する軍隊アリの特徴が見

られた．
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