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Abstract—Army ants perform the altruism behavior,
that is, the bahavior that they sarcrifice themselves for
the benefit of other ants. Army ants construct the bridges
with their own bodies in the ditch between the nest and a
food. In this study, we simulated the behavior of Army ants
with a multi-agent system to find the condition performing
altruism behaviors. We found two characteristics of the
agents to enter and to leave the ditch. This paper explains
some state-and-action rules to observe the characteristics.

I. はじめに

マルチエージェントシステム (Multi-Agent System ;
MAS)とは，1つの課題を複数のエージェントの相互作
用により解決するためのシミュレーションを行うシス
テムである．この中でも，軍隊アリの利他行動を模倣
したMASシミュレーションに関する研究がある [1][2]．
利他行動とは，仲間の利益のために自己を犠牲にする
行動であり，軍隊アリは穴や溝などの障害物を発見す
ると自らの体を用いて橋を形成し，最短経路を自ら構
築する特徴をさす．文献 [1]の研究は，軍隊アリが行
う利他行動に注目し，アリのフェロモンなどを取り入
れることで，軍隊アリの利他行動に近い挙動を再現し
た．文献 [1]が行ったシミュレーションではフェロモン
は上下左右にのみ拡散していたが，文献 [2]では確率
分布に基づき，上下左右だけでなく斜め方向にも拡散
する仕様にした．また，エージェントがチェーンから
離れる挙動もシミュレートしている．本研究では，文
献 [2]で用いられたシミュレーションを基に，軍隊ア
リが利他行動を行うための条件を調査した．溝に入る
エージェントと溝から抜け出すエージェントにいくつ
か特徴が見られたので，ここに報告する．

II. シミュレーション環境

マルチエージェントシステムを構築するために
Swarmライブラリを用いた [3]．これを Java言語で利
用し，文献 [2]で使用されたシミュレーションと同じ

環境を構築した．シミュレーションは図 1にあるよう
に，100× 100マスの二次元空間で行う．フィールド
の中央に巣を配置し，エージェントは巣から生成され
る．巣の左側，右側，下側に幅が 3である溝を配置し
た．通常，エージェントはその溝を渡ることはできな
いが，エージェントが利他行動を行い，橋を形成する
ことで渡ることが可能となる．溝の下側にエサを配置
し，エサがすべて巣へ運ばれるとシミュレーションは
終了する．

Nest

Food

Ant

Bridge

X

Y

図 1. シミュレーション環境

III. エージェント

軍隊アリはエサの探索活動の際，役割分担を行う．
そのため，シミュレーションでは 2種類のエージェン
トを定義し，それぞれのエージェントに以下のように
役割分担を行った．

A. メジャーエージェント

フェロモンをまくことで他のエージェントを誘導し，
集団で探索活動を行う．しかし，エサを発見しても運
ぶことはなく，利他行動も行わない．

B. マイナーエージェント

マイナーエージェントはランダムウォークで探索活
動を行うが，周囲 1マスにフェロモンを感知すると，
最もフェロモン量の多いマスへと進む．マイナーエー



ジェントには 3つの状態があり，条件によって違う状
態へ遷移する．その状態と遷移する条件を以下に示す．

• Search:ランダムウォークでエサの探索活動を行う．
エサを発見すると Search状態になる．後に説明す
る条件を満たすと Altruism状態になる．

• Return:エサ持っている状態で，フェロモンをまき
ながら巣へ持ち帰る．巣に戻り，エサを離すと
Search状態になる．

• Altruism:溝に入って橋を形成している状態である．
後に説明する条件を満たすと Search状態になる．

Search状態からAltruism状態へ遷移する条件を以下
に示す．

1) 周囲 1マスに溝があることを確認する．
2) エージェント iを中心とした 5× 5マスの中の
エージェントの数が一定以上存在するとAltruism
状態に遷移する．

Deneubourgらによって定義された，アリがチェーン
から抜け出す確率がある [4]．これはチェーンの大き
さによって確率が変わる．文献 [2]はこの確率を基に，
エージェントがチェーン iから抜け出す確率を求める
式 (1)を定義した．本研究ではこの式を起用する．

Pi =
a

1 + bX2
i

(1)

ここで，aは他のエージェントに関係なく溝から抜
け出す確率，bは周囲のフェロモン量に応じたチェー
ン iへの依存度，Xiはチェーン iにいるエージェント
の数である．

IV. フェロモン

文献 [2]では地上にまかれたフェロモンは蒸発し，空
間に拡散していくと仮定している．フェロモンは図 2
のように確率分布に基づいて拡散する．また，図 3は
あるマスの上空のフェロモンが 1ステップでそのマス
の上空，上下左右のマス，斜め方向のマスに拡散する
時の拡散率を表した図である．それぞれの拡散率は rA

: rB : rC = 0.788 : 0.043 : 0.010とする．

図 2. フェロモン拡散の様子

A. フェロモンの更新

ある地点 (x, y)における tステップ目のフェロモン量
を spacex,y(t)とすると，拡散率を用いて spacex,y(t+1)
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図 3. フェロモンの拡散率

を求めることができる．また，文献 [2]では上下左右
のマスに対する拡散率を rA，斜め方向のマスに対する
拡散率を rBとしているが，本研究ではある地点 (x, y)
に対する拡散率を rA，上下左右のマスに対する拡散率
を rB，斜め方向のマスに対する拡散率を rC とした．
そうすることで，フェロモンが確率分布に従って拡散
する．また，地点 (x, y)の地上にあるフェロモン量を
groundx,y(t)とし，その蒸発率を reで表す．フェロモ
ンの更新式は式 (2)と式 (3)で表される．

spacex,y(t + 1) = rA ∗ spacex,y(t)

+ rB(
∑
p

space(ip,jp)(t) − 4space(x,y)(t))

+ rC(
∑
q

space(iq,jq)(t) − 4space(x,y)(t))

(xip
, yip

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

, yiq
) =｛ (x + 1, y + 1), (x + 1, y − 1),

(x − 1, y + 1), (x − 1, y − 1)｝ (2)

spacex,y(t+1)=spacex,y(t+1)+re∗groundx,y(t+1) (3)

V. エージェントの特徴

A. 橋の形成に関する特徴

橋はエージェントが利他行動を行って溝に入ること
で形成される．溝に入るエージェントの 2つの特徴を
以下に示す．

• チャレンジャーエージェント
周囲の溝に他のエージェントがいない場合に最初
に溝に入るという特徴を持つエージェントである．

• 便乗エージェント
周囲の溝に他のエージェントが 1つ以上存在する
場合に溝に入るという特徴を持つエージェントで
ある．

B. 橋の消滅に関する特徴

溝に入っているエージェントはフェロモンを感知す
ると溝から抜け出すことが少なくなる．しかし，中に
はフェロモンを感知しながら溝から抜け出すエージェ
ントが存在する．そのエージェントの 2つの特徴を以
下に示す．

• 貪欲エージェント
溝を抜け出した後すぐに溝に戻るという特徴を持
つエージェントである．



• 草食エージェント
溝を抜け出し，そのまま探索活動を行うという特
徴を持つエージェントである．

VI. 実験

実験はメジャーエージェントが 3個，マイナーエー
ジェントが 100個であり，すべてのエサを巣に持ち帰
るまで繰り返される．エージェントの利他行動による
橋の形成過程と橋の消滅過程を吟味した．

A. 橋の形成に関する実験

エージェントが溝に入る時に感知したフェロモン量
に注目して実験を行った．図 4は 1回のシミュレーショ
ンで蓄積したフェロモン量である．図 4を見ると，巣
とエサの間にフェロモンが多く蓄積している．エサを
持ったエージェントが，巣とエサの間の溝に形成され
た橋を渡って巣に帰っていることがわかる．図 5と図
6は 50ステップごとのエサを持ったエージェント数と
下側の溝に入っているエージェント数である．図 5よ
り 600ステップ以降はエサの運搬が活発化している．
図 6の 700ステップあたりから値が高く，橋が十分に
形成されていることがわかる．
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図 4. 蓄積したフェロモン量
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図 5. エサを持ったエージェントの数

図 7と図 8はチャレンジャーエージェントと便乗エー
ジェントに関して，下側の溝に入ったエージェントの
数と，その時感知したフェロモン量を表したグラフで
ある．どちらのエージェントも橋が形成されている 700
ステップ以降はエージェントに対するフェロモン量が
増えていることがわかる．図 8の 250ステップと 450
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図 6. 下側の溝に入っているエージェントの数

ステップに関してはエサを持ったエージェントの誘導
によりフェロモン値が高くなっているが，橋は十分に
は完成されていない．また，1,100ステップ目でフェロ
モン値が下がっている原因は，エージェントがほぼす
べてのエサを発見し，エサを持ったエージェントが減
少したためである．その直後に最後のエサを発見した
エージェントがまくフェロモンにより，1,150ステップ
目以降のフェロモン値が上昇している．
　以上のことから，エサを持った誘導されて溝に入る
エージェントが感知するフェロモン量は多いというこ
とが分かる．しきい値を用いて，エサを持ったエージェ
ントの誘導によって橋を形成するエージェントと，誘
導に関係なく溝に入るエージェントを分けることがで
きるのではないかと考えた．
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図 7. 下側の溝に入ったチャレンジャーエージェントの数とフェ
ロモン量
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図 8. 下側の溝に入った便乗エージェントの数とフェロモン量

B. 橋の消滅に関する実験

フェロモンを感知したエージェントが溝から抜け出
す時に感知したフェロモン量と周囲のエージェント数，
そして次に溝に入るまでにかかったステップ数に注目



して実験を行った．貪欲エージェントと草食エージェ
ントの定義を以下に示す．

• 貪欲エージェント
フェロモンを感知して溝から抜け出した後，θstep

ステップ以内に溝に戻るエージェントとする．
• 草食エージェント
フェロモンを感知して溝から抜け出した後，θstep

ステップよりも長いステップで溝に戻るエージェ
ントとする．

貪欲エージェントと草食エージェントを分ける基準
値をパラメータを用いて表す．パラメータに関して，感
知するフェロモン量を θphe，周囲 (5× 5マス)のエー
ジェント数を θageとする．このパラメータを用いて 4
つの条件を作り，それぞれの条件を満たす 2つのエー
ジェントの割合を示すことで，それぞれのエージェン
トになるための条件を発見する．その条件を以下に示
す．

条件 A：θphe＜ pheかつ θage＜ ageである

条件 B：θphe＜ pheかつ θage ≥ ageである

条件 C：θphe ≥ pheかつ θage＜ ageである

条件 D：θphe ≥ pheかつ θage ≥ ageである

ここで，pheはエージェントが溝から抜け出す時に
感知したフェロモン量，ageは溝から抜け出す時の周
囲のエージェント数である．本研究では各種パラメー
タを θstep = 5，θphe = 40，θage = 2と設定した．3つ
(左側，右側，下側)の溝に関して，それぞれの条件を満
たすエージェントの中の貪欲エージェントと草食エー
ジェントの割合を表にまとめた．
　表 I，表 II，表 IIIより，条件 Bを満たすエージェン
トは貪欲エージェントになりやすく，条件Cを満たす
エージェントは草食エージェントになりやすいことが
わかる．条件Bはエサを発見したエージェントが橋を
渡ることによって引き起こされやすく，溝から抜け出
すエージェントは探索するよりも溝に戻る方が良いと
判定するための条件となる．条件Cはメジャーエージェ
ントの誘導によって引き起こされることが多く，溝か
ら抜け出すエージェントは溝に戻るより探索を行う方
が良いと判定するための条件となる．

表 I
貪欲エージェントと草食エージェントの比率 (左)

貪欲 草食
条件 A 0.35 0.65
条件 B 0.56 0.44
条件 C 0.08 0.92
条件 D 0.13 0.87

表 II
貪欲エージェントと草食エージェントの比率 (右)

貪欲 草食
条件 A 0.10 0.90
条件 B 0.65 0.35
条件 C 0.06 0.94
条件 D 0.12 0.88

表 III
貪欲エージェントと草食エージェントの比率 (下)

貪欲 草食
条件 A 0.21 0.79
条件 B 0.53 0.47
条件 C 0.10 0.90
条件 D 0.17 0.83

VII. おわりに

溝に入るエージェントが感知するフェロモン量は，
エサを持ったエージェントの誘導による場合は高くな
り，それ以外の場合は低くなることが分かった．フェロ
モンを感知して溝から抜け出すエージェントを 2種類
に分けた．感知するフェロモン量が多く，周囲のエー
ジェント数が少ないエージェントは貪欲エージェント
になりやすく，感知するフェロモン量が少なく，周囲
のエージェント数が多いエージェントは草食エージェ
ントになるやすいことが分かった．
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