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1 はじめに

ある制約条件の下で, 目的関数を最小化, もし
くは最大化するような問題は, 工学, 経営学, 経済
学など, 様々な分野において存在し, 最適化問題
と呼ばれている. 実世界における最適化問題は
往々にして一つの目的関数だけではなく，同時に
最適化する必要がある複数の目的関数があり，
考慮する目的関数間に常に衝突関係がある場合
が多い．そのため全ての目的関数が最適な唯一
の解は存在しない. その代わりに, 目的間の最適
なトレードオフであるパレートフロントを形成
するパレート最適解が存在する.

多目的最適化問題を解決する有効な探索手
段の一つとして，進化計算が挙げられる．進
化計算では, 多点探索により, アルゴリズムの
実行で得られた個体がそのままパレートフロ
ントを近似する解集合となるため多目的最
適化に適した手法であるといえる. 進化計算
による多目的最適化は盛んに研究が行われ
ており, 1985年の SchafferによるVEGA (Vector

Evaluated Genetic Algorithm) 1) や, Deb et al.に
よる NSGA-II (Fast Elitist Non-dominated Sort-

ing Genetic Algorithm) 2) と NSGA-3（Reference-

Point-Based Nondominated Sorting Approach）3)

が代表的である．
植物進化 (Vegetation Evolution, 略称：VEGE)

は近年新たに提案された集団ベースのアルゴリズ
ムであり，植生の成長と種子の分散を繰り返しシ
ミュレーションすることで，単目的最適化のため
の大域的な最適解を求める最適化アルゴリズム
である 4) . VEGEの核となる考え方は, 植物の成
長における2つの過程(成長期と成熟期)を模倣し
て広域探索と局所探索をバランス良く行うこと
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である. 筆者らはこれらの既存の多目的最適化方
法を応用して単目的最適化問題のためのVEGE

を多目的最適化に拡張できないかと考えた.

本論文の第1の目的は, 従来のVEGEを既存の
多目的最適化手法と組み合わせることで,　新た
な多目的最適化アルゴリズムとして提案するこ
とである. その試みとして, 加重和法と非支配
ソートを用いて2つの異なる多目的最適化アルゴ
リズムを作成し性能を調査した. 第2の目的は
VEGEの成長期と成熟期の2つの操作が性能に与
える影響の調査で, 今後の議論点も示す.

2 植物進化アルゴリズム

自然界では, 多くの植物が種から成長するまで
に時間をかけ, 生存のための独自のメカニズムを
使用している. 種から発芽して成長し, 成熟した
個体は個体群生存のために新しい種を作り出す.

成熟するまでの成長時間は植物によって異なる
が, 全体に共通してこのようなサイクルが見られ
る. 一般的に多くの植物は, 1個ではなく多数の
種を作ってあちこちに拡散させる. そして適した
環境に根付いた種は新しいライフサイクルを始
め, そうでない種は成長できない. このような植
物の進化の過程から着想を得た進化計算の枠組
みが植物進化(VEGE)である.

VEGEは成長期と成熟期の二つの成長ステー
ジを繰り返し模擬することで大局的最適解へ候
補解を向かわせる. 多くの進化計算アルゴリズム
と同様に, VEGEもランダムに初期個体を生成
し, 各個体はそれぞれの局所領域でランダムな方
向に子個体を生成する. これは植物の成長を模倣
している. 成長期では予め決めておいた回数分こ
の成長演算を繰り返し, 親個体よりもfitnessが良
い個体のみを親個体と入れ替える. 成長期が終わ
り, 全個体が成熟期に入ると, 各個体は多くの子
個体を生成する.これは植物の繁殖を模倣してい
る. そして, 成熟期で生成された種個体とその親
個体の中からfitnessが良い上位個体が次世代個
体として選択される. こうして選択された個体は



Fig. 1 VEGEアルゴリズムの探索過程．(a) 初
期個体がランダムに生成される．破線矢印は生
成子個体が親個体よりも良い時の局所領域の個
体成長方向を示す．(b) 各個体で複数の種個体を
生成する．赤点は種個体を表し，これら全体で
種個体群を構成する．(c) 次世代個体はステップ
(b)の全個体から選ばれる．ステップ(b)，(c)を終
了条件まで繰り返えす．

各々のライフサイクルを始め, これを終了条件が
満たされるまで繰り返す. Fig.1に, 主として初期
化, 成長期演算, 成熟期演算, 選択からなる基本的
なVEGEの最適化過程を示す.

3 多目的植物進化アルゴリズム

VEGEを多目的最適化問題に拡張するために
は，できるだけ多くのパレート最適解をいかに
効率的に探し，維持するかが最も重要である．
これまで，多目的最適化を拡張するための様々
な手法が提案されてきた．VEGEが多目的最適
化に適用される可能性があるかどうかを示すた
めに，既存の多目的最適化手法と組み合わせる
ことでの実装を試みた.使用した手法は荷重和法,

非支配ソートソートの2つで, これらをVEGEの
アルゴリズムの核である成長期, 成熟期の操作に
組み込むことで多目的植物進化を実現させる.

3.1 荷重和法に基づく多目的植物進化

多目的最適化問題を解決するための一つのよ
く知られている手法として，複数存在する目的
関数を単一目的化するスカラー化手法がある. 荷
重和法はその一つであり, 重み係数を用いて各目
的関数を重み付けし, 得られる荷重和を単一の目
的関数としてパレート最適解の1つを求める手法
である. 本論文では荷重和法をVEGEに導入し，
次の2点のみに修正して荷重和に基づく多目的植
物進化を提案した．

1) 成長期を実行する前にランダムに各目的関数
に重みを設定して単一の目的関数を生成し,

それによって得られたfitnessを使用して成長
期間での最適化を行う.

2) 成熟期では, 各種個体の目的関数にランダム
に重み付けし, (親個体+種個体)から, 上位N

個の個体が次世代個体として選択される.

3.2 非優越ソートに基づく多目的植物進化

非優越ソートは, 進化計算における多目的最適
化手法の1つであるNSGA-IIにおいてfitnessの高
い個体を抽出するために用いられている個体の
ランク付け方法である.多目的最適化問題におい
て2つの解x,yがあるとき, xがすべての目的関数
において, yと等しいか優れており, 少なくとも1

つの目的関数において優れているとき, xはyに
優越する,と定義されている. このような優越関
係に基づいて, xに優越する解がない場合はxが
パレート最適解とよばれる. 本論文では非優越
ソートと混雑距離をVEGEに導入し，次の2点の
操作に基づく多目的植物進化を提案した．

1) 成長期に生成された子個体が親個体に優越す
る場合, 親個体を子個体に置き換えることで
最適化を行う.

2) 成熟期ではNSGA-IIと同じように, 非優越ソー
トを用いて親個体と生成された種個体にラン
ク付けをし, 同じランクの個体間の混雑距離
を計算する. そして, 上位N個の個体を次世代
個体として選択する.

4 評価実験

本研究で提案した２つの手法について, ベン
チマーク問題を用いた比較実験を行った. また,

VEGEの成長期,成熟期の2つの操作が探索にど
のように影響するのかを調査した.

公平な評価のために，実験1で2つの提案手法
が全く同じパラメータを用い，実験2では成長期
間と成熟個数の違いに加えて，他のパラメータ
も全く同じである．各ベンチマーク関数毎に，
30試行回数の評価を行い，fitness 計算回数で収
束を評価する．

4.1 実験1: 2つの提案手法の比較試験

提案した多目的植物進化アルゴリズムの性能
評価を行うために, 代表的な多目的最適化のベン
チマーク関数であるZDT1, ZDT2, ZDT3, ZDT4

についての実験を設定する. これらは連続空間に
おける実数値の2目的最適化問題であり, ZDT1

は収束性を評価することに適しており, ZDT2は
多様性を評価することに適している. ZDT3はパ



Table 1 Multi-objective benchmark function used

in evaluation 2) . All of the Pareto frontier are

g(x) = 1.
Functions Definition

ZDT1

f1(x) = x1

f2(x) = g(x)[1−
√

x1
g(x) ]

g(x) = 1 + 9
∑n

i=2 xi

n−1

ZDT2

f1(x) = x1

f2(x) = g(x)[1− ( x1
g(x))

2]

g(x) = 1 + 9
∑n

i=2 xi

n−1

ZDT3

f1(x) = x1

f2(x) = g(x)[1−
√

x1
g(x) −

x1
g(x) sin(10πx1)]

g(x) = 1 + 9
∑n

i=2 xi

n−1

ZDT4

f1(x) = x1

f2(x) = g(x)[1− ( x1
g(x))

2]

g(x) = 1 + 10(n− 1) +
∑n

i=2[x
2
i − 10 cos(4πxi)]

レートフロントが不連続であり, 複雑な問題であ
る. ZDT4はパレート最適解はZDT1と同じだが,

多数の局所パレートフロントを持っている. これ
らの関数を用いて, 提案した2つの手法を比較す
る. 表1に各関数の詳細を示す. また, 30回の評価
で見つかった非優越解の結果を以下の図2に示す.

4.2 実験2: VEGEの演算による性能への影響
の解析

VEGEは主に植物の成長と繁殖をシミュレー
ションして最適解を求め，成長期と成熟期の2

つの演算がVEGEの性能に大きく影響する．こ
れらが多目的最適化に拡張したVEGEの性能に
及ぼす影響を調べるために，成長期間や成熟
期で生成する種個体の数を変えて実験を行い,

Hypervolumeと呼ばれる, 開集合によって優越さ
れる領域の面積に応じて獲得された解集合のパ
レートフロントへの収束性及び多様性を測る性
能評価尺度を用いて, 探索における影響度の調査
を行った. 実験の結果は表2に示す.

5 考察

まず, 提案した２つの手法について比較検討を
行う. 実験結果から, すべてののベンチマーク関
数で非優越ソートを組み込んだ手法がより良い
パレトートフロントを生成することができてい
ることがわかる. 荷重和法に基づいた手法では2

つの目的関数に重み付けをして新たな目的関数
を生成するが, 合理的に重みを決定する方法がな
く, 非凸な領域の場合にくぼみ部分のパレート解
を探索できない. また, 個体同士の関係性を考慮
せずに絶対的な評価で優れた個体かを判断する

Table 2 成長期, 成熟期のそれぞれの操作を変化
させた場合のHypervolume値

ZDT1 ZDT2 ZDT3 ZDT4

成長期間=1

成熟個数=5
0.6645 0.3310 1.0425 0.6647

成長期間=10

成熟個数=5
0.6620 0.3261 1.0375 0.6529

成長期間=5

成熟個数=5
0.6637 0.3300 1.0418 0.6630

成長期間=5

成熟個数=1
0.6618 0.3268 1.0380 0.6580

成長期間=5

成熟個数=10
0.6639 0.3301 1.0415 0.6633

ため, 多様性を維持する能力が高いとはいえな
い. その上, 探索においてパレート候補解に対し
て1つずつfitnessを計算して評価していくため計
算効率が良いともいえない. 一方非優越ソートに
基づいた手法では, 解同士の優越関係を用いて評
価することで,多目的最適化の本質である複数あ
る目的関数間でいかにトレードオフをとれるか
という点にマッチしている上に, 一度の探索で多
くのパレート最適解集合を見つけることができ
る. 以上の理由から後者の手法がより良い結果を
残すことができたと考えられる.　
次にVEGEの成長期, 成熟期の操作が探索に与
える影響について述べる. 実験結果から, 成長期
間が1段階, 成熟期に生成する種個体の数が5個の
場合がHypervolume値が最も優れてることがわ
かった. また成熟期で生成する種個体の個数を増
やすことでHypervolume値の向上させることが
できることも実験を通して明らかになった. これ
は成熟期に多くの種個体を生成することで, 多様
性と探索能力が高い個体が生成されやすくなる
ことが要因と考えられる.

最後に今後の議論点を述べる. 今回VEGEを多
目的最適化に拡張するための試みとして, 荷重和
法と非優越ソートの2つを選んだが, その他にも
多目的最適化手法は存在し, それらを応用した場
合の性能はどのようになるのか, 成長期と成熟期
で違う手法を適用した場合にはどう変化するか
などが挙げられる. また, 今回ベンチマーク関数
として目的関数が2つのものを使用したが, 目的
関数が多くなった場合でのVEGEの２つの操作
が与える影響も調査することで探索効率の向上
を目指せるだろう.



ZDT1 ZDT2

ZDT3 ZDT4

Fig. 2 2次元ベンチマーク問題で生成されたパレートフロント. 赤い点は非優越ソートに基づいた
VEGE, 青い点は荷重和法に基づいたVEGEが生成したもの.



6 結論

単目的最適化アルゴリズムであるVEGEを既
存の手法と組み合わせることで多目的最適化
に拡張し, その性能を比較した. 実験結果から,

VEGEは多目的最適化問題を解決する可能性が
あり, 非優越ソートと組み合わせることで良好な
性能を示すことが明らかとなった. また, VEGE

における成熟期の操作は, 多様な候補解の生成に
大きく貢献し, 探索性能に影響を与える重要な要
因の1つであることを確認できた.

今後は, 実験結果を基に新たな探索手順の開発
や, パラメータの調整, 収束性と多様性のバラン
ス調整など, 性能の向上に努める予定である.
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