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Abstract
In this paper, we analyze the behavior of symbiotic evolution algorithm for the N-Queens problem
as benchmark problem for search methods in the field of aritificial intelligence. It is shown that this
algorithm improves the ability of evolutionary search method. When the problem is solved by Genetic
Algorithms (GAs), an ordinal representation is often used as one of gene conversion methods which
convert from phenotype to genotype and reconvert. The representation can hinder occurrence of lethal
genes. Typically, the representation pattern is fixed to one pattern. However, we consider that the kinds
of generated solution are increased by preparing the permutation pattern with the several and the better
solutions may be generated by the permutation pattern evolving. This paper intoroduces the symbiotic
evolution model in which two evolutional populations are solutions and permutations for solving the
N-Queens problem. To investigate the performance of symbiotic algorihtm, it is compared with three
kinds of evolutionaly methods based on GA. From the results of computer simulations, we consider the
characteristics of this algorithm.
Key Words: Co-evolutionary algorithm, Symbiosis, Genetic algorithms, N-Queens problem.
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Fig.１．此進化の概念

アルゴリズムは，集団ＰＡの進化過程と集団ＰＢの進化
過程を交互に実行する．

Ｆｉｇ．1は，２集団間の共進化を示している．ある集団内

のｌ個体は，同種もしくは異種の他の集団との種間関係に
基づき，相対的な評価が与えられる．集団内における優良
個体集団が次世代へ存続する．
競争は，種間関係の１つであるだけでなく，進化メカニ
ズムの１種でもある．競争に基づく共進化は，ある生物
が他の生物に対して優位に立とうとする結果，相互作用に

関連している性質が互いに進化する現象[13]としてよく
知られている．競合(predator-prey)共進化アルゴリズム

は，このメカニズムを適応的探索手法としてモデル化され

ており，その解探索の有効性が示されている[21131,[41,
[51,[６１競合関係にある集団同士において，一方の集団の

成功は，他方の集団の失敗を意味している．したがって，
競合共進化アルゴリズムにおける適応度は，２個体llHの競
合において優位であった個体の適応度が高くなるように設
定される．

一方，共生は，異なる生物が密接な関わりを持ち一緒に

生活する状態を指す[131．一般的には，共進化の進化過程

における種間関係の１種と定義されている．しかしなが
ら，Paredisは，共生を進化メカニズムの1種と捉え，共
生共進化アルゴリズムを提案し，解探索における有効性を

示している[８１．共生関係にある集団同士において，一万

の災団の成功は，他方の集団の存続の機会を高くすること
を意味している．したがって，共生共進化アルゴリズムに
おける適応度は，２個体間の競合において一方の適応度が
他方の適応度に反映されるように設定される．
２．２共生共進化アルゴリズム

Paredisによって提案された共生アルゴリズムにおいて，
一方は問題を解く解集団，もう一方は解を生成するときに

使われる順列表現パターン（オーダー）として設定される
'81,[91．共生アルゴリズムをFig.２に示す．

stcp1：初期個体集団ＰＡ(解)，ＰＢ(オーダー）の生成．
step2：親個体とオーダー個体の選択．

集団ＰＡから親となる２個体を選択し，集団ＰＢから
ｌ個体選択する．

step3：子個体の生成．

親２個体に選択されたオーダー個体と遺伝オペレー

タを適用し，子個体を生成する．

stepｨ：子個体の評価．
step5：子個体の追加および淘汰．

子個体の評価値と集団ＰＡの最小評価値を比較し，子
個体が高ければ，子個体とその個体を入れ換えるそ
うでなれば，淘汰する．ここで，終了条件が満たされ

ていれば，step6の集団ＰＢの進化過程へと移行する．
満たされていなければ，step2へ戻る．
step6：親オーダー２個体の選択．
stc沈子オーダー個体の生成．
親オーダー２個体に遮伝オペレータを適用し，子オー
ダー個体を生成する．

step＆子オーダー個体の評価．
step9：子オーダー個体の追加および淘汰．

子オーダー個体の評価値と集団ＰＢの最小評価値を
比較し，子オーダー個体が高ければ，子オーダー個体
とその個体を入れ換える．そうでなれば，淘汰する．
ここで，終了条件を満たしていれば，集団ＰＡの進化

過程へと移行する．満たされていなければ，step6へ
戻る．

以上の処理を共生共進化の終了条件を満たすまで繰り返す．

３．ノV-クイーン問題における共生共進化モデルの設計

本稿では，共生共進化アルゴリズムの特性を検証するた
めに，解とオーダーの進化関係を実現できる問題として，
ﾉV-クィーンドリ題を扱う．
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３．１jV-クイーン問題

１V-クイーン問題は，ノＶｘＮの正方形のチェス盤のマ

1０７

を生じる可能性が非常に高い．交叉などによって致死遺伝
子を生じることのない過伝子型の設計方法として，基準と
なるオーダーを用いて順列表現へと変換する方法がある

ス目にチェスのクイーンのコマをⅣ個並べ，どの２つの
クイーンも同じ行・同じ列・同じ対角線上にないような局

[111．本稿では，変換する際に使用されるオーダー個体を

面を探す問題である．

3.2.2オーダー個体のコーディング解個体を順
列表現から順序表現へと変換するためのオーダーは，解
個体の各遺伝子座を順序付けたものである．つまり，オー
ダー個体の染色体は，解個体の各遺伝子座の順序系列で
あり，遺伝子はその順序を示す．したがって，対立遺伝子
は，１～ｊＶの値をとり，ある遺伝子の値が他の遺伝子の値
と同値になることはない．
オーダーを用いた解のlllii序表現への変換方法を以下に

問題サイズの設定が容易であるため，問題サイズを変更
してのシミュレーションが行える．また，解空間の小さい

問題は全探索ができるため，アルゴリズムの進化過程を解
析することが可能である．
３．２遺伝子コーディング

共生共進化アルゴリズムでは，Ⅳ-クイーン問題におけ
る解とその解を表現型から順序表現の遺伝子型へ変換す

る時に使用する順列表現パターン（オーダー）を共進化さ

解と共進化させる．

示す(Fig.４)．

せる．

5)＆酌２＄

3.2.1解個体のコーディング１個体における染
色体は，チェスポードにおけるクイーンが置かれる場所を

繍麓｡ｓ

示す配列である．染色体ｓは，Ⅳ個の変数(遺伝子)sfで

１

４

２

５

３

５ｹ＆酌２＄

構成される．各遺伝子座はチェスポードの各列に対応して
おり，ｌ遺伝子はそれらの列におけるクイーンの行を示し

order個体０

ている．つまり，Fig.３中のｓ３＝２はボードの２行３列

１

２

３

４

５

Ｉ

にクイーンを置くことを指す．

ＳＩ＆酌２＄

解個体Ｓ

１

４

２

５

dlliM;M8ｓ

３

S》＆酌凸＄

１
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２３

○

４

○

５

○
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Chessboardopueen
Fig3、解のコーディング例

したがって，対立遺伝子は１～Ｎの値をとる．このよ

うにｌ個体をコーディングする場合，最適解は以下の条件
を満たさなければならない．

条件ISi≠ｓｊ
条件g1si-sjl≠li-jl

条件１は，同じ行に２つ以上のクイーンが存在しない
ことを示しており，条件２は，対角線上に存在しないこと
を表している．また，個体の生成時に各遺伝子座が同値に
ならないように設計することにより，条件１を考慮せずに
解探索を行うことができる．

各遺伝子座が同値にならない設計とは，個体が順列配

列の状態を指す．順列配列の個体に対して1点交叉などの
一般的な遺伝オペレータを適用する場合には，致死遺伝子

３

１

２

１

Fig.４．過仏子ｌｌ１の変換例

↓

１２３４５

１

解の表現型をオーダーを用いて順序表現に変換する場
合，表現型の遺伝子の値がオーダーの何番目であるかを示
す数値に変換される．ただし，－度数えられた数値は除外

して残りの数値間での順位の数値をとる．Ｆｉｇ．４の例で

は，まず，８，＝１は，オーダーの，番目と＿致するので，

遺伝子型における値は１となる．８２＝４は，先程数えら
れた’の値をオーダーから除外すると，一致する値はオー
ダーの３番目であるので，遺伝子型における値は３とな
る.同様にして表現型を順序表現の遺伝子型に変換するこ
とができる.順序表現によって表される遺伝子は，交叉．
突然変異等のオペレータによって致死遺伝子を生じない．

また，遺伝子型は逆変換されることによって，表現型に戻
される．

一般には，’つのオーダーを固定し，そのオーダーのみ

を用いて全ての解を変換する．しかしながら，我々は，い
くつかのオーダーを用いることにより生成される解の種類
が増え，また，オーダーを進化させることによってより良
い解が獲得されると考える．
３．３適応度

解個体の適応度関数を式(1)に示す．
１

Ｆ(si)＝，＋ⅣQ(s，）
ここで，

Ｓｊ：ｉ番目の解個体
Ｆ(Sj)：Ｓｊの適応度

（１）
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ｊｖＱ(＆)：Ｓｉの表す配置でクイーンが競合する数
オーダーは解のように問題から絶対的な適応度が決定さ

れる訳ではない．そこで，１回の解の生成における適応度
は，親個体と子個体の平均適応度とする．しかしながら，
１回の評価のみでオーダーの適応度を決定せずに，使用さ
れる度に適応度履歴を残しておき，その平均値をオーダー

1個体の適応度とする[141．その適応度を用いてオーダー

個体集団を進化させる．

３．４週伝オペレータ

解個体集団に対しては，１点交叉および突然変異を適用
するまた，オーダー個体集団に対しては，順列表現にお
ける交叉方法の１つである辺組換え交叉[15]を適用する．
４．シミュレーション

本稿では，解とオーダーの種を分化させることによる
有効性を検証するために，共生共進化アルゴリズムとＧＡ
に基づく３種類の探索手法との比較を行う．
4.1比較手法

ＴａｂＩｅｌ．パラメータ

蕊FIjjTFiiT□Tij「
問題サイズ

Symbioticalgorithm

２２節のアルゴリズムにおける集団ＰＡ(解)の進化過
程のみを実行する．ここで，使用されるオーダーは，
解を生成する度にランダムに生成される．

CombinationalGA

子個体の評価値と集団ＰＡの最小評価値を比較し，
子個体が高ければ，子個体をその個体と入れ換え
る．そうでなれば，淘汰する．ここで，終了条件を

満たさなければstep2へ戻る．
４．２シミュレーション結果

各パラメータの値をＴａｂｌｅｌに示す．

シミュレーションの結果をもとに，以下の解析を行う．
１．解獲得の性能比較

７０％

８０％

－ＳｙｍｂｍｔｉｃＢＩｇｏｒｉｔｈｍ
－Ｃ－ＲｘｅｄＧＡ
￣RandomGA
-■－Combin31IonaIGA

０．８

●

stepｲ：子個体の評価(cOselのみ実行)．
stCP5:子個体の追加および淘汰(caseＩのみ実行)．

lTiTtiljli
l鑿
100％

６

case2:交叉点が解とオーダーの間であれば，両方
のオーダーを入れ換える．
cqse3J交叉点がオーダーの遺伝子座間であれば，
オーダーの部分に遺伝オペレータを適用する．

1

200000

Fig.５に示す．

０

分に遺伝オペレータを適用する．

1

100000

ている．ｊＶ＝３２におけるシミュレーション結果の１例を

⑰⑩の９匹

casel：交叉点が解の遺伝子座間であれば，解の部

１

１０００

は，問題サイズが大きいと獲得が困難であることが示され

stepI:初期個体集団ＰＡ(解とオーダー)の生成．

を順序表現に変換し，交叉点をランダムに決定する．

２０

がわかる．一方，ＦｉｘｅｄＧＡおよびCombinationalGA

１個体が解とオーダーから成り，ＧＡにより進化する．

親２個体を各々の個体が持つオーダーを用いて，解

１０

Tnble2より，SymbioticalgorithmおよびＲａｎｄｏｍＧＡ
は，問題サイズに関わらず，高い獲得率を示していること

４．ＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎａｌＧＡ

step2：親個体の選択．
step紐子個体の生成．

２０

２０

９０％

き共進化させる．

３．ＲｎｒｎｄｏｍＧＡ

２０

Table２．１０試行における岐適解獲得率

RandomGA

オーダー[１２…Ｍを用いる

0.015625

１０

4.2.1解獲得の性能比較問題サイズに応じた各

FixedGA

程のみを実行する．ここで，オーダーは固定された

100

0.03125

手法の最適解獲得率をTHbel2に示す．

LSymbioticalgorithm
解とオーダーを2.2節で紹介したアルゴリズムに基づ

２２節のアルゴリズムにおける集団ＰＡ(解)の進化過

１０

０．０６２５

２．オーダー集団の多様性
３．使用されているオーダーの有効性

比較する４手法を以下に示す．

２．ＦｉｘｅｄＧＡ

３２

200

Ｆ--.-.---房L－－－．．－－－－」
０．４

0.2

０

０

５⑥0ｍ１０００００150000200000

Solutねnoff8pring

Fig.５．解の適応度推移

Ｆｉｇ．５は，解の最大適応度の推移を示している．同図

において，横軸は生成される解の子個体の数を示してお

り，縦軸は，解の適応度を示している．１．ｏの値は，最適

解の獲得を意味する．Symbioticalgorithmは，徐々に解

を改善し，最終的に最適解を獲得している．一方，Fixed
GAは，獲得に失敗している．その理由として，１つの固
定されたオーダーを用いているため，解が局所解に陥った
場合には，脱出が困難になると考えられる．それに対し，
RandomGAは，常に様々なオーダーを適用するため局
所解からの脱出に成功し，結果として最適解を獲得してい
る．さらに，CombinationalGAは，複数のオーダーが存
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在しているにも関わらず，最適解の独得に失敗している．
その理由として，解は解自身と結合しているオーダー以外
利用できないため，最適解を生成する可能性が低くなると
考えられる．

これらの結果から，オーダーの多様性および有効なオー
ダーの利用が最適解の獲得に貢献していると考えられる．
そこで，それらを検証するためにさらなる解析を行う．
4.2.2オーダー集団の多様性本稿では，オーダー

集団の多様性を確認するために，まず，ある基準オーダー
を定め，そのオーダーに対する各オーダー個体の類似度を
計算する．その類似度の総和を集団の類似度と設定する．

基準オーダーは，［１２…Ｍとした.個体の類似度は,基

準オーダーに一致するｂｉｔを１，一致しないbitをＯで表
し，それを１０進数に変換した値とする．子個体が1000個
体生成される毎に，その時のオーダー集団の類似度を計算

し，リターンマップ[16]で示す．ＲａｎｄｏｍＧＡの場合は，

使用されるオーダー２００個体ずつを１集団として計算し
た．３手法のオーダー集団の類似度推移をFig.６に示す．

1０９

Ｆｉｇ．６において，横軸は几個体生成時の集団の類似度

を示し，縦軸は，汎十1000個体生成時の類似度を示してい
る．右上への収束は基準オーダーに近いオーダーへの収束
を，左下への収束は基準オーダーと類似しないオーダーへ

の収束を意味する．また，〃＝ｚ上に点が存在するという

ことは，1000個体生成の間，オーダー集団に変化がない，
もしくは，変化したとしても入れ替わる前と同じスキーマ
を有するオーダーに入れ替わる状況を示している．３手法
を比較すると，ＲａｎｄｏｍＧＡが規則性なしに点在してい

るのに対し，Symbiotica1gorithmおよびCombinational

GAは，ｙ＝Ｚの周囲に点在していることが確認できる．
これは，アルゴリズムがオーダー集団に対して新しいオー

ダーを追加していく設計であるため，追加されるオーダー

のみの変化が反映されるからである．２手法を詳細に比
較すると，CombinationalGAが類似度の低い個体を集
中して獲得しているのに対し，Symbioticalgorithmは，
ややＲａｎｄｏｍＧＡと近いオーダー集団を獲得している．

また，〃＝ｚ上にある存在する点の数を調査したところ，
Symbioticalgorithmは１点もなく，CombinationalGA
は，プロットしたポイント中，４分の１が〃＝ｚ上に存

在した．したがって，CombinationalGAは，あるスキー
マを持つオーダーに収束している状況が多いことがわか

５●･１０

ＯＳＳ･1０

る．これらの結果から，Symbioticalgorithmは，常にオー

OＤｃｌＯ

ダーが変化しており，徐々に探索点を移動させ，広範囲に

ａＳＣｏｌＯ

わたってオーダーを獲得していることがわかる．

３Ｄ◆１０

§
A2ら｡､１．
類◆1０

集団におけるスキーマの数が，各手法毎にどの程度の
差があるのかを確認するために，実際のスキーマの数の

１２の◆1０

１■◆1０

５●◆0０

０
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（日）SymbIollcDIgorilhm

推移をＦｉｇ．７に示す．検証したスキーマの種類はそれぞ
れ，（(１２),(１３),…,(132),…,(23),(24),…,(3132)｝
であり合計496種類である．
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Fig.７において，縦軸はオーダー集団の各スキーマの数
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ることから，徐々に多様性が失われていることがわかる．
CombinationalGAでは，オーダーと解が結合しているた

め，解の子個体が生成される場合には，親個体に結合し

ていたオーダーが子個体に結合する．つまり，子個体が集
団に入る場合には，親個体が持っているオーダーと全く同

じオーダーが集団内に追加されることになる．結果とし
て，オーダーの多様性が徐々に失われる．一方，Symbiotic

４●●１０

．ＢｃｃｌＯ

algorithmは，OombinationalGAよりも各スキーマの数

３●中１０

日
A…１゜
￣

が少なく，ある程度の多様性を維持している．また，他の
スキーマの数よりも若干多いスキーマが常に存在し，その
スキーマが入れ替わっていることから，多様性を保ちつつ
も，ＲａｎｄｏｍＧＡと異なりある方向性を持って探索して

２●ｃ１０

ｕ５ａＣ１０

１－１０

５●◆□０

０

であり，横軸は生成された個体数である．これらの結果は，
明らかに異なっていることがわかる．ＲａｎｄｏｍＧＡは，定
常的に多様性を維持している．また，CombinationalGA
は，集団内に存在する割合の高いスキーマが多く，世代が
進むにつれ，さらにいくつかのスキーマの数が増えてい

０５●CDQ1齢101“◆102ＳｏＩＯ２５－１０“◆103.5mol０４日◆104.“o1050.10
Ｘ、
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いることがわかる．
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Fig.７．行手法におけるスキーマの推移

4.2.3使用されているオーダーの有効性Symbi-

oticalgorithmにおいて，解の生成時に使用されている

オーダーの有効性を検証するために，オーダーが最適解

を作り得る可能性の度合(期待値）を計算する．あるオー

ダーの期待値を計算する場合，解集団からの２つの解の
組合せ全ておよび全ての交叉点について，最適解と成り

得るかを調べなければならない．そのためには，膨大な
計算量を必要とするため，本稿では，３つの問題サイズの
うち，一番小さいサイズのⅣ＝８の場合について，検証
する．ここでは，集団からオーダーを選択するSymbiotic

algortihmとCombinationalGAの解析結果について考
察する．解析結果をＦｉｇ．８に示す．解の進化との関係を
確認するために，Ｆｉｇ．９にシミュレーションにおける解
の適応度推移を示す．

Ｆｉｇ．８において，左図は各手法で使用されたオーダー

の期待値の推移を示しており，右図は，集団内におけるそ

の期待値の順位を示している．Symbioticalgorithmにお

いて，集団内のオーダーがある程度評価されるまでは，使

用オーダーの順位は振動しているものの，初期の段階で常
に1位の期待値を持つオーダーを採用していることがわか
る．したがって，最適解を作れる可能性が生じると，優先
的にそのオーダーを用いて有効な解，もしくはオーダーを
徐々に生成し，オーダーの期待値を上げるだけでなく，最
終的に最適解を獲得している．一方，CombinationalGA

は，200世代前に出現した最適解を生成できるオーダーに
よって解を向上させているが，その後，そのオーダーをい
かして解を生成することができず，オーダーが淘汰されて
いる．また，８００世代以降もオーダーが出現したにもかか
わらず，それを連続して使用していないため，最適解の穫
得までに時間がかかっている．CombinationalGAでは，
解とオーダーが結合しているため，オーダーの選択は解の

適応度に依存する．つまり，良いオーダーであっても適応
度の低い解に結合されている場合，選択される可能性が低
いという状況が生じる．したがって，有効なオーダーが常

に使われるとは限らない．Symbioticalgorithmは，解と

オーダーを分割することによって，この問題を解消できる．
オーダーは，オーダー自身が貢献した解から適応度が与え
られるため，１つの解だけに依存せず独立した適応度を持
つことになる．さらに，その適応度を元に独立に進化する
ため，有効なオーダーを淘汰する可能性が低くなり，結果
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として有効なオーダーを利用しての探索が可能である．そ
のため，大きな問題サイズであっても同じ原理で探索が進

み，最適解を獲得する可能性が高いといえる．さらに，常
に有効なオーダーを用いることから，CombinationalGA
よりも早く確実に獲得できるといえる．
４．３考察

以上のシミュレーション結果および解析結果より，各手

法の探索の特徴をまとめると以下のようになる．

１．Symbioticalgorithm
２つの集団に分けることによって，オーダーにある程

度の多様性を持たせることができる．また，オーダー
に，独立の評価を与え進化させることによって，有効
オーダーを利用することを可能にしている．これら
の作用により最適解を獲得する．

２．ＦｉｘｅｄＧＡ

１つのオーダーに固定されているため，局所解に陥り
やすい欠点はあるが，オーダーが有効なオーダーで
あった場合には，他の手法よりも最適解を早く獲得す
る可能性がある．
３．ＲａｎｄｏｍＧＡ

多くのオーダーを利用することにより，最適解を獲得
を実現している．

４．ＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎａｌＧＡ

解の収束に伴いオーダーの多様性も失われるため，世

代が進むにつれ最適解の獲得が困難になる．

以上のことから，様々な種のオーダーの利用および，有

効オーダーの利用は，どちらも最適解の獲得に継る要因と

なる．したがって，両方を備えているSymbioticalgorithm

は，解探索に非常に有効な手法であるといえる．
５．おわりに

本稿では，解探索における２つの要素を２集団に分割
して進化させる共生共進化アルゴリズムの有効性および

特徴を検証するために，Ⅳ‐クイーン問題へ適用し，獲得
オーダーに関して解析を行った．シミュレーション結果お
よび解析結果より，共生共進化アルゴリズムは，オーダー

の多様性の維持と有効オーダーの利用によって，最適解を

獲得するアルゴリズムであることを示した．また，これら
の特徴は，1つの集団を２つの集団に分割することによっ
て得られることを示した．これらの結果から，共生共進化
アルゴリズムは，解とオーダーの進化を設定できる問題に
対して有効に機能するアルゴリズムであるといえる．
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