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Research work for architectonics of Evolutional Computation in acquiring CA-Rules
Chikara KAMESHIMA*,

Satoshi ENDO** and Koji YAMADA**
Abstract

Evolving Cellular Automata (EvCA) is one of the methods for designing of CA-Rules by using evolutional
computations. EvCA has two points of architectonic that must be considered for improve its performance.
(1) The table of CA-Rules must be architected in conformity to the objective task.(2) Evolutional computations(EC) of EvCA must be architected for superior system of automatic-desining CA-Rules. In
this paper, we propose following three new coding methods for EvCA. "Symmetric-Coding" and "ShifterCoding" are techniques for solving CA-rules table problem, and "diploid model" is one of EC technique
for EvCA. We analyze the results of our methods on computer experiments for Density Classification
problem. Then, acquired CA-rules' performances are compared with GKL-rule which designed manually
and has higher performablity.

Key Words: Cellular Automata, Evolving Cellular Automata,Evolutional Computations, Computational Task.
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旭島・遠藤・ｌｌｌ１ｌ１：セルオートマトンルール極得のための進化iil算1没iilに|１０する研究

1００

ＣＡルールは，これら128個のパターンに対して，それぞ
れ`０，あるいは`１，の２種類の出力を行うので，その規則の

種類は２１２８通りあることになる．
ＣＡモデルを構築するには，環境内の物理法則や要素の
挙動についての解析結果を基にしたルール設計を，手動で
行わなければならない．しかし，要素の挙動が複雑な現象

では，その複雑さを導出するＣＡルールを設計するために，
膨大な量の解析が必要となる．さらに，ＣＡはルールに基
づく法則性を持つ一方，その大域的な挙動は，その規則か
らは予測が困難な意外性を見せるため，目的の挙動を示す
ＣＡルールを設計する事は容易ではないこのＣＡルール
設計問題を解決する手法として，大域的挙動を明確に規
定し，その処理を行うことができるＣＡルールを進化的計

算を用いて生成する進化型セルオートマトン（Ｅｖｏ１ｖｉｎｇ
ＣＡ：ＥｖＣＡ）が注目されている[Mitchell931
３．進化型セルオートマトン:ＥｖＣＡ

ＣＡルール設計実験の対象として，1次元ＣＡを用いた

計算処理のひとつである密度分類タスクがある．

密度分類タスク（Density-C1assification）－－
状態数Ａ＝２（状態が`０，か`１，）のＣＡにおいて，初期状

態群（InitialConnguration(s北IC(s)）が，それぞれの状
態平均値（密度）が臨界値化（ｃ：critical）以上のときに
は，すべてのセルが`'，に遷移し，PC未満のときには，‘０，

Fig.１．左右対称なIＣ（ｐｏ＝0.73）に対する処理

オートマトン処理する．

ｓｔｅＰ３集団内における各ルールの適応度ＦＪを計算し，
ルールのランク付けを行う．

ｓｔｅｐ４適応度の上位Ｅ個をエリート群として残し，Ｐ－
Ｅ個の新たなルールをＧＡを用いて生成する．

ｓｔｅｐ５試行回数が終了条件を満たさなければ，Step,２
へ戻る．

実験のパラメータはノー’00,Ｐ＝１００，Ｅ＝２０とした．
また，適応度計算式は（２）とした．

Ｆノータスクを達成した回数〃

（２）

実験の結果，ＩＣ全体（2Ｎ）から100個のサンプリングに
対して約80％の達成度を示すルールが設計された．

３．２実験２：達成率の比較実験

に遷移するオートマトン処理を，ＣＡの密度分類タスクと

自動設計したルールの性能を調べるために，密度分類タ
スクで高い達成度を示すheuristicルールであるＧＫＬルー

いう.特に，臨界値ＰＣがｌ/２のとき，これを，βc＝l/２

ル[Gacs78]とのタスク達成率を比較した．βc＝l/２タス

タスクと呼ぶ．

このタスクは局所的な情報から大域的な現象を引き起
こさなければならなく，的確なＣＡルールを作ることは非

クでは，Ｐｏ－ｌ/2のＩＣを正しく分類することが難しいと

されている．状態平均値β=[０４０６]の，10000個のＩＣに

おけるタスク達成率は，自動設計ルール（ＳＧＡルール）が
69.46％，ＧＫＬルールが８１４１％であった．ＧＫＬルールよ

常に難しいこのタスクを解くＣＡルールとして，ＧＫＬ

りも高い性能を示すルールを自動設計することはできな

ルール[Gacs78]がある．このルールはheulisticなルール
であり，ＩＣ全体（2格子ｻｲｽﾞ）における104のサンプリング

かったといえる．

に対して82.7％の達成率を示した．
heuristicルールの他に，ＥｖＣＡを適用してＣＡルール

を自動設計した研究がある．Ｍ､MitchellらはＥＶＣＡの進

化的計算に単純なＧＡ（ＳＧＡ）を用いて，密度分類タスク

を達成するＯＡルールを設計する実験を行った[Mitchell

93lこの実験で設計したルール（SGAルール）の，１０４

のサンプリングに対して76.1％であり，ＧＫＬルールの達
成率を超えるものが設計できなかった．本章では，ＳＧＡ
を用いたＥＶＣＡの追実験を行い，高い達成率を示すルー
ルが設計できなかった原因を検証した．
３．１実験１：ＣＡルール自動設計実験

格子数Ｎ＝149の１次元ＣＡで，ＳＧＡを用いたＥＶＣＡ
の迫実験を行った．実験の手順を以下に示す．

step・ｌＰ個のＣＡルールからなる集団を，ＣＡルール

の出力平均値入＝[0.01.0]の範囲で均等に分布する
ように生成する．

step２各ルールに対し，状態平均値β＝[0.01.0]の範
囲で均等に分布するノ個のICSを生成し，それらを

３．３問題点の検証
3.3.1有効なタスク達成処理

Fig.1は，‘０，，‘１，の状態値の並びが左右対称なＩＣに対し
て，３章の実験で得られたＳＧＡルールを用いて処理した

結果である．図lの２つのＩＣはＰＣが同値であるので，い
ずれも同じ状態に収束しなければならないが，片方のＩＣ
を正しい収束状態に導くことができていないこれが，タ
スク達成率を引き下げる原因のひとつとなっている．
3.3.2有効な出力の選択

実験ｌで用いたＧＡの交叉は，２つ個体の出力情報を組

替える1倍体モデルであった．このモデルでは，ＣＡルー
ル同士の交叉を行うことで個体内の２つ以上の出力からな
る戦略が切断される為，タスク達成に有効な処理が破壊さ

れ，次世代に残らない可能性が生じる（Fig.2）．
４．提案手法

３．３節で取り上げた，ＣＡルールの設計や，ＥＶＣＡの進
化的計算の問題点を解決する，ＣＡルール設計と，ＧＡの
個体生成オペレーションに関する手法を提案する．
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Fig.２．１倍体モデルの交叉で破壊されるＯＡルール

Fig.４．２倍体モデルを用いた個体生成
(a)対称性を持つ近傍

（b)互いをシフト変換で
表現できる近傍
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Fig.３．同系の近傍入力

４．１ルール空間の圧縮

3.3.1節の問題を解決するために，－組の同系のＩＣ１に
ついて，一方のＩＣについての有効なタスク達成処理を，も
う一方のＩＣの処理に移植する手法を導入する．この手法
により，対処可能なＩＣを増加させることができ，タスク
達成率を向上させることができると考えられる．有効なタ
スク達成処理を移植する機能を実現するために，ＣＡルー
ル空間内で同一のものと考えられる入力を統一し，ルール

傍入力を統一したＣＡルール設計方法を，Shifter-Code
と呼ぶ．Shifter-Codeを用いたＯＡルールのサイズは，単
純２進符号を用いた場合に比べて32.03％に圧縮される．
４．２２倍体モデルを用いた個体生成

3.3.2節の問題を解決するために，個体内の各出力に対
して，それがタスク達成に有効かどうかを判断し，選択す
るという機能を実装する手法を取りあげる．この手法によ
り，タスク達成に必要な出力を個体内，集団内に広める効
果が期待できる．この機能を実現する遺伝的操作として，
ＯＡルールの各出力の有効性を，過去に保持していた出力
の履歴を元に評価する２倍体モデルを用いた．

ＣＡルールは，２７種類のルール要素を持つが，２倍体モ

デルではそれら各要素における，出力優性度というパラ
メータを新たに実装し，タスクに対する各出力の有効性を
評価する機能を実現する．

らの近傍は対称性を持つといえる（Fig3(a)）．対称性を

あるルール要素に注目した時，そこの出力値は交叉や
突然変異によって変動する．ＧＡの選択あるいは淘汰によ
り適応度の高い個体が得られると，その個体の優れた出力
が継承されるようになる為，そのルール要素ではタスク達
成に有効と考えられる値が出力されやすくなる．そこで，
これら出力値の履歴を合計すると，そのルール要素におい
てどのような出力が有効であったかを示す出力優性度を得

スク達成率が向上すると考えられる．対称性を持つ近傍入

２倍体モデルで新たな個体を生成する場合，比較的近い
内容の近傍入力（相同入力）をもつルール要素どうしで出

力を統一したＣＡルール設計方法を，Symmetric-Code
と呼ぶ．Symmetric-Codeを用いたＣＡルールのサイズは，

力優性度を参照し合い，ルーレット選択で新たな出力値を
決定する．こうして，有効出力を多く保持した個体を得る

空間を圧縮する方策を提案する．
Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ－Ｃｏｄｅ

任意の２つのセル近傍入力について，一方の近傍が他方の
近傍の上位-下位桁の反転で表すことができる場合，これ
持つ２つの近傍に対する出力を統一すると，対称性を持っ
た同系のＩＣに関して，それらの処理が統一されるので，タ

単純２進符号を用いた場合に比べて56.25％に圧縮される．
Shifter-Code

ることができる．

ことが可能となる．

ＯＡルールの各ルール要素が出力優性度の参照を行うた
めには，ルール配列内の隣り合うルール要素を，相同入力
が隣接するように並べ替える必要がある．この問題を解決

Fig3(b)の２つのセル近傍入力は互いにlbit-Shiftを行う
ことで表現できる関係である．lbit-Shiftで表現できる近
傍に対する出力を統一すると，互いをShiftで表現できる
同系のＩＣに関して，それらの処理が統一されるので，タス
ク達成率が向上すると考えられる．Shiftで表現できる近

用いた．以下に，２倍体モデルを用いた個体生成の手順を
示す（Fig.4）．

'密度分類タスクの性質上，０，１の状態値の並びが左右対称なＩＣや，互

ｓｔｅｐｌＣＡルールのルール要素を，近傍入力がGray-

いを１bit-Sl1iftで表せるＩＣは，同一の処理でタスクを達成することが可
能である．このようなＩＣを，「同系のＩＣ」と呼ぶ．

するＣＡルール設計手法として，Gray-Code[Gray53]を

Codeの順と一致するように配列する．

step２配列のすべての要素について，隣り合った要素
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Table1．各提案手法とＣＫＬルールとの比較

jsGA

69.46

6０

‘ Ｓｙｍｍｅｔ７ｉｃ－Ｃｏｄｅ

74.29

4８

ｊｓﾉｉｆ/'＠γ一code

71.62

５１

‘2倍体ﾓﾃﾞﾙ

78.12

3８

ひ、

SGA

９８７６５４

ハミング距離

（トヘで）ｅく

タスク達成率

００００００

CA-rule

■■
Ⅱ■■

0３

する．

steP3新たな個体の出力を決定する．保有している出
力情報と，受け取った出力情報が同一，すなわちホモ
であれば，その情報をその近傍における出力とする
同一でないヘテロならば，過去に保持していた出力
の合計値で算出した出力優性度による，ルーレット選
択で，新たな出力を決定する．
５．計算機実験

各々の提案手法（Symmetric-Code，Shifter-Code，２倍
体モデル）を実装した環境において，ＣＡルール自動設計
実験及び，達成率の比較実験を行った．

’一

２Ⅱ０

００

へ出力情報を与える操作を行う．各要素が情報を与
える方向は，配列の昇順，降順のうちのいずれかと

０

ｑ９

２

３

。

４

６

７

５

６

７

５

６

７

５

Svmmetric-Code

０３

０７
戸、

Ｅｑ６

３０．５
ｅ

■■

＜０４
■■■

０３

■■■

０２
０１

５．１実験３：ＣＡルール自動設計実験
0

提案手法を用いて，実験１と同様の実験を行った．実験
1で設計したＳＧＡルールと同様，３つの提案手法ルールは，
ＩＣ全体（2Ｎ）から１００個のサンプリングに対して約80％
の達成度を示すルールが設計された．

09

ＯＡルールの２７＝128個のルール要素は，セルが参照

代へ、）ｅく

検証を行った．

朋伽町叩晒叫叩皿川０

これらの結果をさらに詳しく解析する為に，以下のような

６５４３２Ⅲ０

かわらず，ハミング距離に関して大きな差が見られない

００００００

倍体モデルの距離が最も小さいことから，ＧＫＬルールが持
つタスク達成処理に関して，その他のルールよりも近似し
ているといえる．また，Symmetric-CodeとShiHer-Code
について，Symmetric-Codeのタスク達成率が高いにもか

Shifie形Code

０１

５．３考察

とＧＫＬルールとのハミング距離を計測した結果である．２

４

0.7

いずれもＳＧＡルールよりも高い達成率を得ることができ
た．Symmetric-Code，Shifter-Codeのルールが，同系の
ＩＣについての問題を解決していると考えられる．また，２
倍体モデルではタスク達成に有効な出力の選択が有効に作
用し，高い達成率を得ることができている．

実験において設計した各ルールとＧＫＬルールを比較し，
各ルールの性能を評価した．Tablelは，各自動設計ルール

３

0.8

（トヘ、）ｅく

06]の，１００００個のICSにおけるタスク達成率の比較を行
った．実験の結果は，ＳＧＡ，Symmetric-Code，ShifterCode，２倍体モデルの順に，69.46％，74.29％，71.62％，
78.12％であった．提案手法を用いた自動設計ルールは，

２

６１

５．２実験４：達成率の比較実験

実験3で設計したﾙｰﾙに対して,実験２と同様,β=[04

１

２

３

。

４

卜
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Fig.６．初期状憩平均値に対するタスク逮成率

する近傍に含まれる`１，の数。によって分類できる．近傍

数が７であるＣＡでは。＝｛0,1,2,3,4,5,6,7}の8種類で

ある．。＝ｚの時の，ＣＡルール。とＧＫＬルールの誤差率
人の(z/7)を計測した（Fig.5)．

γ(ｚ/7）

偏りが少ないという性質を持つということがわかる．
６．まとめ

本研究では，ＣＡルール獲得実験の対象として密度分類
タスクを取りあげ，Symmetric-Code，Shifter-Codeを用
いたＣＡルールの設計手法を提案した．また，ＣＡルール
を自動生成するＧＡの個体生成オペレーションについて，
2倍体モデルを実装した手法を提案した．提案手法を，タ

－－２倍体モデル

A(z/7)＝７Ｗ7)/Ｍｈ：

1０３

スク達成率の評価実験に適用した結果，いずれの手法も，
従来の進化計算手法を用いた場合よりも高い達成率を示
すルールが設計された．特に，Shifter-Codeを用いた手法
と２倍体モデルを実装した手法は，ＩＣ全体に対するタス
ク達成率の偏りが少ない，高い達成率を示すルールが得ら
れた．任意のＣＡタスクにおいて有効な，ＣＡルール設計
及び進化計算設計を自動化する機能を開発し，より一般
性の高いＣＡルール自動獲得モデルへの改善を図る必要が
ある．
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