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Abstract: It is difficult problems for Evolutionary Algorithms to search an optimal solution in multimodal
functions with dynamic. environments, where individuals search more than one optima and their fitness value

ihlag35etshEndUesrinSguCshp eecTa岩::?inhtiSs･ Lnetthhisd TsapeexrtewnedePdrOwPiOtShe aa cmweet_hbOaeOdf mMeemm.0,7 aanndd aP慧cat_ilOe芸rPearsefgrG,er霊…

Sh::afi三三e:dnatOdoS :eesn;rltrohOntEeteingh:a:nsCg.helaunOtf.edis;p-5cc:芸l:yf.trdBazllifn:dn:t:ia:dunaas;Stilvnelay･ miFovreyriCfyontsiset eoie4C霊…S雷TEeedZteThSo昌nie

1　はじめに
動的で多峰性のある関数最適化問題[1】において,過

去の最良解を保存する事例ベースメモリを用いた遺伝
的アルゴリズム(GA)による探索手法【2】がある･ま
た,多峰性の問題に対しては種分化をGAに適用する
手法[3】がある.本研究では,メモリに保存された個
体を用いて将来の環境における最良解を種ごとに予測
する機能により,動的に環境が変化する問題において
ち,比較的高い適応度をもつ個体を維持したまま適応
的にすべてのピークを発見する手法を提案する.

2　事例ベースメモリ
事例ベースメモリは,各世代での最良個体を保存し､

現在の最適個体が進化過程により破壊されないように
エリートを蓄え,図1のように適切なタイミングでそ

れらを個体集団へ再挿入する手法である.周期dtで環
境が変化し､世代i及び(i+dt)で環境の変化が起こっ
たとすると,変化する環境の最良個体をメモリに保存
する.個体集団へ再挿入するメモリ内の個体には,個
体集団内からランダムに1個以上選択しメモリ内の個
体と入れ替える｢ランダム｣,メモリ内の個体を現在
の環境で評価し,集団内の悪い個体とメモリ内の最良
個体を入れ替える｢最良個体｣ ,線形予測アルゴリズ
ムを用いて,次世代で良い個体と予測される個体と集

団の悪い個体を入れ替える｢予測｣などの方法がある.

環増の変化　　　　　　　　　　　　環棺の変化

図1:事例ベースメモリを用いた進化の過程

3　種の支配者と縄張り
複数の峰が存在する多峰性問題の最適化にGAを用

いると, 1つの峰に個体が集中してしまい,全ての峰
を見つけにくい状態がある.これに対し,種分化の手
法【3】を用いることにより,それぞれの峰ごとに種を
形成し,種ごとに遺伝的操作を行うことにより,複数
の峰を発見することが可能となる.種の中で最も適応
度の高い個体のことを種の支配者と呼び,種は図2の
ように,種の支配者を中心に縄張り半径rsの円の中に
いる個体によって形成される.また個体間の距離は式

(1)によって求められる.

dist(X-(乞), xl(')) -

ここで, g(I) - (X(lL),夫も),-･,諺)), I-(,)

(I(1'),諺), - ,諺))であり, DLま次元数である.

種の支配者

図2:種の形成

図3は,種の支配者を決めるアルゴリズムである

input : L90rted (適応度でソートされた個体のリスト)

output : S (種の支配者のリスト)

begin
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βを空にする;
while Lsoriedが空になるまでdo

Lso,tedの先頭の個体pを取り出す;

found - FALSE;
forVs E Sdo

ifd(S,p) ≦ra then

found - TRUE;
break;

end

end

if not found then

S-SU(p);
end

end

end

図3:種の支配者を決めるアルゴリズム

4　メモリと予測を用いたGA
周期的な環境の変化に対応するために, GAにメモ

リと予測器を適用する手法(Memory and Prediction

based GA: MPGA)を提案する.これは環境が変化す

る度に前の世代の最良個体をメモリに保存し,連続的
にメモリに蓄えられている個体から予測を行うという
手法である.ここでは,環境を特徴に応じて分類し,用
いる予測器を適応的に選択できるようにした.リスト
構造のメモリには遺伝子表現の個体を保存するが,そ
の数の上限のために,新しい個体を追加するときに,
メモリ内の個体を削除する必要がある場合には,保存
した時系列で古いものから削除する.なお本研究では,
環境における個体間の距離とその成す角度から3個の
予測器と1個の適応度に関する予測器を用意した.

(i) MtからML+1(i-1,- ,n-1)へのそれぞれ
のベクトルvaを作成する.

V%-Mt+1 -Mt

(ii) V之のそれぞれの長さllを計算する.
lも-llv川

(iii) XdXd+1-平面(d- 1,- ,D-1)において, V%

からvi+1(i- 1,･.･ ,n-2)へのそれぞれの角

度の変化△0tdを計算する.

AOtd - arCCOS
V(甘+1)a

(iv) laの変化の平均云了と△otdの平均云拓を計算
する.

瓦-孟nif(I(i.1, -lJ,
%=1

砺-長nif△otd (5)
%=1

(V)次世代への変化をInew - ln_1+云7, △onewd -

△0(n-2)a +△Odとする｡

(vi) lnew,△Onew｡から,次世代への変化ベクトル

10

vnewを作成する.

(vii) vnewとMn,Mn_1から,個体を予測して生成
する.

図4:予測器1のアルゴリズム

Mn_1 (X(a_i)1, X(a_1)2)

図5: 2次元での予測ベクトルの作成

メモリに保存されている個体をMa(i - 1,2,.- ,n)

とした.ここでnはメモリに保存されている個体数
で, Dは次元数である.図4は予測アルゴリズムであ
る.図5は, D-2のときの変化ベクトルと予測の

例で, lnewは変化ベクトルvnewの長さ, △Onewlは角

度, (xnl,Xn2), (X(n-1)1,X(n-1)2)はそれぞれ個体Mn,

Mn_1の座標である.予測により生成される個体Mnew
の座標(xl,X2)は式(6)で表わされる.

/し　(　(
二　　　+FnH一

1　　2
∫　∫/し ＼J

㌍｣.‖

lnew;)X
cosAOnewl　-SinAOnewI

sinAOnewI COSAOnewl

さらに､ β次元では式(7)のようになる.

+L･RD_llRD_2- ･ ･ ･Rl･Vnll

(7)
ここでLとR号は式(8), (9)で与えられる.

L=

ら丘且
In~1た誓　0

()　　唇:

cos△Onewt　-slrl△Onewt

sln△Onewも　COS△Onewt 1

(9)

予測器2は△Onewdを一△Onewdとして,予測器1と

は対称的な位置に個体を生成し,予測器3は△Onewd -

0とし, vn_1の直線上に個体を生成する.



第15回日本知能情報ファジィ学会中国･四国支部大会講演論文集(December 4, 2010)

個体を予測する際は,これらの予測器のうちどれか
1つを用いる.予測器はそれぞれスコア値を持ち,こ
の値に基づいてルーレット選択により予測器を選択す
る.このスコア値は,予測後の最良個体の適応度と環
境が変化する前の最良個体の適応度を比較し,予測の
効果に基づき,予測が有効であればスコア値を1増加
し,無効であれば1減少させるような強化学習により
更新される.

環境の変化が予測しにくい場合でも適応して動作す
るために,予測によって生成された個体の半径R以内
で個体をランダムに生成し,それらと個体集団の一部
を適応度の低い個体から順に置き換える.これにより,
予測による最良解の周辺にいくつかの個体を配置する
ことができ,たとえ予測が外れたとしても解への収束
を早めることができる.環境TにおけるRをRTとす
ると,次式になる.

T

RT-三　∑
t-T一(n-1)

ここでe言は環境tでの予測解, eLは環境lで得られた

最良解である.

5　種分化を取り入れたMPGA
さらに,多峰性問題に適用するため, MPGAのメモ

リを種ごとに用意し,予測や個体の再挿入も種ごとに
行う.この手法をMemory and Prediction based GA

using Speciation: SMPGAとする.種分化の手法のみ

では,種の数に対する制限が加えられていなければ種
は増加する一方であり,結果としてメモリ数も増加す
る.このため,図6に示すような,種の足切り処理を
行う.種の支配者を適応度の高い順にソートし,低い
方の適応度が高い方の適応度の50%以下ならば,そこ
で足切りを行う.

図6:種の足切り

1回目の種の足切りの際に残った種の数を∬とし,
2回目以降の足切りの際に上位〟個の種を残して足切
りを行う.また環境の変化が起こった際には,変化す
る前の環境の種の支配者を保存する.どの支配者をど
のメモリに保存するかは,メモリ内の最も新しい個体
と支配者の位置を比べて,最も距離が近いものから順
に各メモリに1個体ずつ保存する.さらに種に属する
個体の数を一定にするために, 1つの種に属する個体
の数を(個体集団)/(種の数)とし,その数より多い種
に対しては適応度の高い個体のみを残し,それ以外は
削除する.そうでない種に対しては種の縄張り内にラ
ンダムに生成した個体を追加する.またMPGAと同
様に,予測によって生成された個体の半径R以内で個
体をランダムに生成し,それらと個体集団の一部を適

ll

応度の低い個体から順に置き換える.環境Tにおける
RをRTとすると,

RT-去三三
k-1 i-T-(n-1)

となる.ここでDは次元数であり, nはメモリに保存
されている個体の数, Kはメモリの数, et*kは環境tで
のメモリkによる予測解, etkは環境tで得られたメ
モリkに対応する局所的最良解である.

5.1　SMPGAのアルゴリズム

図7は, SMPGAのアルゴリズムである.

(i)初期個体集団をランダムに生成する
ii)集団内の全ての個体を評価する.

種分化を行う.
種の足切り処理を行う

Ⅴ)種の均衡を保つ処理を行う

(vi)環境が変化していた場合,以下の操作を行う.
(a)前の世代の種の支配者を種ごとにメモリに保存

する.

(b)種ごとに予測を用い,種の最悪個体と置き換える.
(C) Rを適応的に変化させる.

(d)種ごとに種の一部を予測の個体を中心に半径Rの
円の中に新しく生成した個体で再初期化する.

(vii)環境が変化しておらず,前の世代で予測をしている
とき,以下の操作を行う.

(a)予測が外れているとき,以下の操作を行う.
i.前回使った予測器のスコアを更新(減少)する.

ii.スコアに基づいて予測器を切り替える.全ての

予測器を試した場合は予測しない.
iii.種ごとに予測を用い,種の最悪個体と置き換

える.

iv.個体集団の一部を予測の個体を中心に半径Rの

円の中に新しく生成した個体で再初期化する.

(b)予測が外れていないとき,前回使った予測器のス
コアを更新(増加)する.

viii)それぞれの種に,遺伝的操作を行う.

(a)個体がm個以下なら,個体数がmになるまで種
の縄張り内にランダムに生成した個体を追加する.

(b)生成した子個体が種の支配者と同じなら,子個体
をランダムに生成した個体と置き換える.

(ix)全ての個体の中から,次世代に残すⅣ個体を選ぶ.

(Ⅹ)終了条件を満たしていなかったら, ii.に戻る.

図7: SMPGAのアルゴリズム

6　実験

本研究では,環境の変化が起こると峰の位置,幅,高
さが変わる動的な多峰性問題[1】を取り扱う.テスト関
数は以下の式である.

F(xl, i) max
i-1 ･ 5 1 + Wt(i)∑,D=1(I,

Hl(i)

Xゎ(i))2
(12)

ここでピークiの世代tでの高さHt(i)と幅W2(i)は

△e世代毎に次のように変化する.

C, ∈　N(0,1)

Ht(i) -　Hi(i-1)+7･oI

Wt(i) -　Wl(ill)+0･01･6
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またノイズは((xl,X2)Ix至+X… ≦ 1)の乱数を変化

後の位置に追加した.それぞれのピークの位置と高さ　　　-60
Hと幅Wは表1により初期化される.遺伝子は20
ビットで1つの次元の座標を表しており, 1個体あた

り20×Dビットの遺伝子を持つ.また遺伝子型から表
現型への変換にはグレイコードを用いており,表現型
の各変数X号の範囲はo≦xt ≦ 100である.実験で用

いたパラメータは,個体集団の大きさ: 400,世代数:

300,交叉率:0.6,突然変異率: 0.1, △e- 10,メモリ

の大きさ: 15,R-5 (初期値),次元数D-2,3,5と

した.

表1:各ピークの初期値

peak1 唐ﾃ��64.0 田r���55.0 釘���0.1 鉄����

peak2 鉄����13.0 都b���15.0 途���0.1 鉄����

peak3 湯���19,0 �#r���67.0 �#B���0.1 鉄����

peak4 田b���87.0 田R���19.0 鼎2���0.1 鉄����

peak5 都b���32.0 鼎2���54.0 田R���0.1 鉄����

図8, 9, 10, 11は, 5次元における最良個体の適応度

の変化,オフラインパフォーマンス,各ピークに対す
る適応度の変化,各種に属する個体数をそれぞれ示し
ている.

7　おわりに
単峰性で動的に変化する問題に対しては,環境の変

化が起こる度に適応度が急激に落ち込んだが,提案し
たMPGAでは,変化後の最良解を予測することによっ
て適切に進化を行うことができた.複数の峰が存在す
る動的な多峰性問題で実験を行ったところ,種分化を取

り入れていない手法では峰の変化には追随できなかっ
たが,提案したSMPGAの手法では,種の足切り処理

を行うことで各峰に対応した種を形成することができ,
種の均衡を保つ処理により各種の中でメモリと予測を
用いて適切に進化を行うことができた.
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図11: SMPGAによる種の個体数


