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1 はじめに 

遺伝的アルゴリズム（GA:genetic algorithm）は，自然

界の生物進化を模倣する最適化手法の一つであり，選択，

交叉，突然変異などの操作によって世代を重ねて進化を

繰り返していく[1]．GA には多くの改良型があるが，遺

伝子長が増減する手法は見当たらない．本研究では，遺

伝子長（染色体数）を増減させる新しい手法「染色体数

可変 GA (FCGA)」を提案する．また，提案する手法を単

峰性，多峰性の関数の最小値を求める問題について，従

来の手法と比較し，提案手法の有効性を確認する． 

次に，FCGA の応用例として，アンテナの自動設計を

行う．無線通信で使用されるアンテナの自動設計に関す

る研究は以前から行われているが[2]，確立したものはな

く，広く一般に使われている手法はない．本研究では，

人間が思考により設計するのと類似する形状に収束す

るようなアンテナ自動設計法の開発を目指し，FC GA を

用いた自動設計手法に関する基礎検討を行う． 

2 遺伝的アルゴリズム（GA） 

2.1 進化論 

総合説（ダーウィンの進化論）によれば，生物は多く

の子を産み，その多くの子は限られた餌や空間などを巡

って，生存競争を行うが，この競争に生き残る個体は他

の個体より環境に適応した変異（有利な変異）を持つ個

体である可能性が高いという基本的な考えに基づいて

いる．これを自然選択と呼び，自然選択が繰り返された

結果，生物がより環境に適応した方向に変化していくの

が「進化」である．なお，大きな進化は，遺伝子の組み

合わせが変わる「交叉」ではなく，遺伝子の一部が変わ

る「突然変異」によって発生する．多くの突然変異は環

境に適せず滅亡する（ダーウィン淘汰）が，環境に適し

た変化（有利な突然変異）が生じると，自然選択で生き

残り，それが蓄積された結果として大きな進化が起きる

と考えられる[3]． 

総合説では，進化は少しずつ漸進的に起こることにな

る．しかし，実際の生物の進化は急激に進んで新種が誕

生し，その後滅びるまではほとんど変化しないことが

1960 年代以降に明らかになった．つまり，有利な突然変

異は存在せず，突然変異のほとんどは中立的なもので自

然選択の対象とならないということである．現在では，

孤立する小さい集団において，ある遺伝子が偶然性によ

り集団に広まる遺伝的浮動によって進化が起こるとい

う中立説が定説となっている．中立説では，孤立の原因

がなくなり，古い種と新種が混ざり合ったときに競争が

生じ，このとき自然選択によって，新種が生き残れば古

い種が新種に置き換わり大きな進化が起きる． 

2.2 古典的 GA 

古典的 GA は総合説（ダーウィンの進化論）を模倣し，

選択，交叉，突然変異などの操作を繰り返し行い，適応

度の高い個体（最適解）を探索するメタヒューリスティ

クスである[1]．探索空間が広く，全探索が不可能な問題

において，古典的 GA は比較的少ない計算量で良好な解

が求まる可能性が高い利点がある．しかし，世代毎に評

価計算を行う繰り返し演算が必要であり，収束性が悪い

と計算負荷は大きくなる． 
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古典的 GA のフローチャートを図 1 に示す．個体数を

N としたとき，アルゴリズムは以下の通りである． 

1. N 個の個体をランダムに生成する［初期集団］． 

2. 集団の中から次世代に残す個体を選択する［選

択］．代表的な選択法に，個体の適応度に比例して

次世代に残る確率を決めるルーレット選択があ

る．選択されなかった個体は，次世代に引き継が

れずに淘汰される． 

3. 二個体の遺伝子の一部を交換し，新たな遺伝子

（子）を作る［交叉］．交叉は，切断点の数により

一点交叉，二点交叉，多点交叉などがある． 

4. 遺伝子の一部をランダムに他の値に変化させる

［突然変異］．生物界では，放射線や活性酸素等に

よる遺伝子の切断等に相当する． 

5. 評価関数を用いて各個体の適応度を計算し，終了

条件を満足しているか評価する［評価］． 

6. 終了条件を満足した場合，最適解が求まったもの

とし終了する．終了条件を満足していない場合，

2.以降の処理を繰り返す． 

なお，古典的 GA では，集団サイズや交叉率，突然変

異率などのパラメータや評価関数の設定によって収束

性が大きく影響を受けるため，パラメータ選定は難しい． 

2.2 パラメータフリーGA (PfGA) 

古典的 GA において，集団サイズなどのパラメータに

依存して性能が大きく変動する問題を解決するため，パ

ラメータ設定が不要な PfGA (Parameter-free Genetic Algo-

rithm) が提案されている．PfGA では，全探索空間を S と

し， S に対して局所集団 S’を設け，局所集団 S’に対

して選択，交叉，突然変異を行う．アルゴリズムの概要

は以下のとおりである[4]． 

1. S から 1 個体を無作為に取り出し，これを S’の

初期局所集団とする． 

2. S から 1 個体を無作為に取り出し，これを局所集

団 S’に追加する． 

3. 局所集団 S’から無作為に 2 個体選び出して，こ

れを親 P1，P2 とし，交叉を行う． 

4. 交叉によって生成された 2 個体の子のうち，1 個

体に対して確率 1/2 で突然変異を適用する． 

5. 生成された 2 個体の子 C1，C2 と 2 個体の親 P1，

P2 の計 4 個体の中で選択，淘汰し，4 個体の適応

度の大小に応じて選択した 1 個体ないし 3 個体を

局所集団 S’に戻す． 

6. 集団数が 2 以上のときは手順 3 に，集団数が 1 の

ときは手順 2 に戻って繰り返す． 

手順 5 における選択は次のように行う． 

a. C1, C2 ともに P1, P2 よりも良い場合は，C1, C2 と, 

P1と P2の適応度の大きい方の合計 3 つが S’に残

る(集団数は 1 増加)． 

b. C1, C2 ともに P1, P2 より悪い場合は，P1と P2の適

応度の大きい方が S’に残る(集団数は 1 減少)． 

c. P1, P2 のうち一方が C1, C2 よりも良い場合は，P1

と P2 の適応度の大きい方と，C1 と C2 の適応度の

大きい方を S’に残る． 

d. C1, C2 のうち一方が P1, P2 よりも良い場合は，C1

と C2 の適応度の大きい方が S’に残り，さらに S

から無作為に 1 個体を S’に追加する． 

局所集団 S’の個体数が古典的 GA の集団サイズに対

応するが，PfGA ではこれが探索中に可変する．良い個

体が見つかると増加し，良い個体が見つからないときは

減少するが，多くの世代では S’のサイズはわずか 2 個

体である．また，世代ごとの適応度の計算は集団すべて

について行うのではなく，親 2 個体と子 2 個体の合計 4

個体の 1 家族についてのみ行うため，世代ごとの演算量

が圧倒的に小さいという利点を有する． 

2.3 染色体数可変 GA（FCGA） 

古典的 GA では，交叉や突然変異によって進化を繰り

返していくが，遺伝子長は一定のまま増減することはな

い．本研究で新たに提案する「染色体数可変 GA (FCGA: 

flexible chromosomes genetic algorithm)」 では，染色体を

もち，進化の過程で染色体数が変化する．すなわち，遺

伝子長が変化するのが大きな特徴である[5]．また，中立

説を模倣し，小さい集団で発生した種を他の種と混ぜて

競争させる手段を有することも他の GA にはない大きな

特徴である． 

FCGA では，より良い個体が一定期間誕生しない場合

に染色体数を変化させる．染色体数が増えることを「種

の進化」，染色体数が減少することを「種の退化」と呼ぶ

ことにする．染色体数を増減させるタイミングは，局所

解に陥っていて，さらに良い最適解を見つけるには突然

変異に期待するしかないような状態が続いているとき

がよいと考えられる． 

種の進化と退化の方法について説明する．染色体数が

N である現在のエリート遺伝子が，直前の種のエリート

よりも優れているときは進化させる（染色体数を N+1 に
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する）．逆に劣っているときは退化させる（染色体数を N-

1 にする）．つまり，最適解に近づくほど染色体数は増加

し，最適解が見つからないときは染色体数が減少する．

染色体数が少ないほど探索空間は小さい．したがって，

染色体数を徐々に増加させていくことは，探索空間が小

さく収束の早い簡単な問題から計算をはじめ，その後

徐々に複雑な問題にレベルアップさせていくことに対

応する．このように，染色体数を徐々に増加させれば最

適解が効率よく求まる可能性に期待できる． 

次に，種の保存について説明する．染色体数を増減し，

種が変わるとき，そのときのエリート遺伝子を保存する

ことを「冷凍保存」と呼ぶことにする．また，次の種の

遺伝子が冷凍保存されている場合に，その遺伝子を再び

集団に戻すことを「解凍」と呼ぶことにする．解凍した

遺伝子を用いることは，染色体数の可変に対応するエリ

ート戦略と考えることができる．また，少ない人口で計

算し，解凍のタイミングを工夫すれば，中立説における

遺伝的浮動を実現することができる．しかし，解凍した

遺伝子により，以前と同じ局所解に収束する可能性が高

くなる欠点もある．  

FCGA のフローチャートを図 2 に示す．古典的 GA の

フローチャートにおいて，終了条件を満たさないときの

処理が追加となっているだけである．したがって，FCGA

はどのような古典的 GA にも適用することが可能である． 

古典的 GA では，染色体の長さが変わらないので，あ

る１つの動物の進化を模倣していることに対応する．こ

のイメージ図を図 3(a)に示す．一方，FCGA では，染色

体の異なる個体が誕生するが，これは図 3(b)のように新

たな動物の誕生を模倣するものであると考えられる．自

然界は，多数の動物が共存しながら進化を繰り返してお

り，１つの動物についてだけ進化を繰り返していくより

も，多くの動物が共存する環境で進化をさせる方がより

現実的である．例えば，ある環境に適した魚を求めよう

としたとき，従来の遺伝的アルゴリズムを用いた最適化

では，その環境に適しているものは例えばサンマである

という結論がでるかもしれない．しかし，FCGA を用い

た最適化の場合には，その環境には魚よりも哺乳類の方

が適していて，さらに最も環境に適したものは人間であ

るというように，種自体が進化していくようなイメージ

となる． 

3 FCGA の性能評価 

一般に，GA は高い大域的探査能力をもっており，最

適解の近傍を求めることができるが，局所探索能力が低

いため，最適解にはなかなかたどり着けない欠点がある．

その欠点を補うため，進化型最適化手法である GA と局

所探索手法を併用したハイブリッド GA が研究されてい

る[6]．例えば，GA と傾斜法を組み合わせる方法がある．

図 2 FCGA のフローチャート 

図 3 進化のイメージ 

(a) 古典的 GA の進化     (b) FCGA の進化 
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これは，まず GA によりある程度良い解を求め，その点

に対して傾斜法を適用する．GA で最適解の近傍が求ま

っている場合はよいが，GA で求めた点が最適解近傍で

ないときは，局所解に収束し，いったん局所解に収束す

ると傾斜法だけではその局所解から抜け出すことがで

きない．そのため，多峰性の場合には最適解が求まりに

くく，2 つの手法の長所を十分に引き出しているとは言

い切れない． 

FCGA は，複数の手法をハイブリット化せずに，GA の

もつ大域的探査能力を維持したままで，局所探索能力を

兼ね備えている．さらに，冷凍保存機能によってエリー

ト戦略をも同時に実行可能であり，解探索の収束性を損

なうことがない手法である．すなわち，FCGA は，大域

探索と局所探索の効果を併せ持ち，最適解を効率的に探

索することが期待される GA といえる． 

 FCGA の有効性を確認するため，単峰性および多峰性

の関数の最小値を求める問題を解いてみる．なお，今回

使用する FCGA は，PfGA に対して染色体可変機能を付

加した FCGA である． 

3.1 単峰性関数の最小値探索 

 単峰性関数として，次の Rride 関数を用いる[7]． 

 

8 8 

n=1 のときは， 

 

の 2 次関数であり，最小値の探索には勾配法などが適し

ており，GA を使うまでもないが，n が大きくなるにつ

れ，メタヒューリスティクスが有効となる． 

本稿では，n=3 での最小値探索の試行を行う．n=3 の

とき， 

 

であり， 0 のときに最小値 0 をもつ． 最

小値が探索範囲の中心にあるため，探索範囲を等分割し

た探索を行うと，分割数が小さくても解が含まれるため，

分割数が小さいほど（GA の集団サイズが小さいほど），

すぐに解が見つかってしまう．そこで，解を探索範囲中

央からずらすため次の式を用いる． 

∝  

 PfGA 単独および PfGA 拡張型 FCGA を用いて，500 世

代まで計算を行う．GA における遺伝子は  を 2 進数

で表現するものとし，本稿では，PfGA では 10 ビットと

する．  の 1 ビットあたりの可変幅は，16 2 1⁄ ≒

0.016 であるから，∝ はそれより小さい ∝ 0.001 とす

る．FCGA では 7 ビットから計算をはじめ，進化により

10 ビットまで増やしていく．各世代ごとの最小値の変化

を図 4 に示す．この図では，最小値が 1 以下となったの

は，PfGA が 125 世代目に対し，FCGA は 77 世代目と，

FCGA の方が早かった．なお，試行ごとに結果は異なる

ので，この結果は代表例であることに注意されたい． 

3.2 多峰性関数の最小値探索 

 多峰性関数として，次の Rastrigin 関数を用いる[7]． 

図 4 単峰性関数の最小値探索 

(a) PfGA  

(b) FCGA 
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10 10 cos 2  

5.12 5.12 

この関数は，最適解の周辺に格子状に準最適解（最適値

に近い値を持つ局所的最適解）を持つ多峰性関数であり，

勾配法などでの探索は難しいと考えられる．この関数は，

⋯ 0 のとき最小値 0 をとる．Rride 関

数と同様に最小値が探索範囲の中心であるため，次のよ

うに関数を変形して用いることにする． 

10 10 cos 2  

PfGA 単独および PfGA 拡張型 FCGA を用いて，500 世

代まで計算を行ったときに世代ごとの最小値を図 5 に示

す．なお，n 3, ∝ 0.001 とした．PfGA では 56 世代

目から 201 世代目まで値が変化せず，202 世代目で急激

に値が小さくなっている．このように値が少しずつ小さ

くなるわけではなく，突然変異などによって，優れた個

体が突然現れることがあるのは GA の特徴であり，探索

空間が大きいほどこの特徴が顕著に表れる．500 世代目

までに求まった最小値は，PfGA が 8.994 に対し，FCGA

では 1.250 であり，FCGA の方が理論値に近い解が得ら

れた．なお，2000 世代まで計算を続けたときの最小値は

PfGA が 0.032，FCGA が 0.016 であった．  

4 アンテナ自動設計への応用例 

FCGA の有効性を確認する応用例として，300MHz の

指向性アンテナの自動設計を行う．アンテナを構成する

素子は，複数本の直線ワイヤのみとし，ワイヤの位置と

長さの最適化を行う．適応度 F は，アンテナの VSWR，

利得，チルト角，パタンの対称性を組み合わせ，次の式

により計算する[8]． 

F 100
5
3

 

100
5
3

 

18 Gain front 7 100 

7 Gain back 2  

400
4

 

400
4

 

100
0.001 | | 1

 

100
0.001 | | 1

 

また，遺伝子情報は 2 進数に変換せず，実数値のまま交

叉や突然変異を行う．アンテナ特性の解析にはモーメン

ト法に基づいた電磁界シミュレータ NEC2 を用いる． 

染色体とアンテナの対応関係を図 6 に示す．ワイヤご

とにワイヤの中心座標(x, y, z)およびワイヤ長 l の 4 つの

情報を持ち，これを 1 本の染色体と考える．つまり，ワ

イヤ数が増加すれば，それに応じて染色体数も増加する．

今回，問題を簡単化するため，以下の制約条件を設定す

る． 

図 5 多峰性関数の最小値探索 

(a) PfGA  

(b) FCGA 
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(1)全てのワイヤは，xz 平面内で z 軸方向に配置する． 

(2)給電は，ワイヤ 1 の中心とする． 

(3)アンテナは，x 軸方向に指向性を持つものとする． 

(4)ワイヤ数の上限は 3 とする．(染色体数の最大値 3) 

また，ワイヤ数を N とし，計算は N= 1 からはじめる．

10×N2世代経過しても適応度が向上しなかったとき，局

所解に留まっていると考え，ワイヤ数を変化させる（種

を変える）． 

FCGA を用いず，最初からワイヤ数を 3 として自動設

計を行った場合，図 7 のように各ワイヤの位置(中心座

標)が z 軸方向に対してバラバラな形状となる確率がか

なり高い．この場合，各ワイヤの位置または長さだけが

変化しても，性能の高いアンテナとはなることがほとん

ど期待できない．そのため，適応度が速やかに向上して

いく可能性は低い．基礎実験として，古典的 GA を用い

て，ワイヤ数 N=3 の状態での自動設計を試みると 10000

世代の計算を行っても指向性アンテナには収束しなか

った． 

一方，FCGA を用いた設計では，N=1 のときはワイヤ

の長さのみがパラメータとなるため，速やかに整合が取

れたアンテナに収束する（図 8(a)）．N=2 では，N=1 のと

きに生成されたアンテナに反射器または導波器が生成

され，指向性を有するアンテナとなる（図 8(b)）．N=3 で

はさらに指向性が鋭く，利得が大きくなるようにワイヤ

が配置される（図 8(c)）．このように，FCGA を用いた設

計では，図 8 に示す過程によって，単純な形状から複雑

な形状へと進化する確率が極めて高い．最初から複雑な

形状の状態で最適化を行う必要がないため，計算効率が

良く，少ない計算回数で解が収束する可能性が高い． 

5000 世代まで設計をおこなったときの世代ごとの適

応度を図 9(a)に示す．1000 世代周辺あるいは 2500 世代

以降で適応度が上がったり下がったりしているのは，進

化と退化を繰り返しているからである． 

次に，10000 世代までの計算を行った結果について示

す．すべての形状は 2×1012通りあるが，FCGA による適

応度の計算回数は約 3×104 回であった．つまり，全探索

と比較してわずか 10-8ほどの計算回数である．得られた

最良のアンテナ（9060 世代目，適応度は 801）の形状を

図 10(a) に示す．また，設計されたアンテナの放射パタ

ンを図 10(b)に示す．設計されたアンテナは，3 本のワイ

ヤとも x 軸に対称な位置(z=0)に配置されている．また，

給電素子であるワイヤ 1 はおよそ半波長の長さで，その

両端に配置された 2 本のワイヤは，反射器および導波器

として機能するように配置されている．すなわち，自動

設計されたアンテナは，x 軸方向に指向性を持った 3 素

図 7 自動設計途中のアンテナ形状 

or 

図 8 FCGA による進化の過程 

(a) N=1 

(b) N=2 

(c) N=3 

                                                 

図 6 遺伝子構造 
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子八木アンテナと言える．なお，今回の自動設計は八木

アンテナの寸法最適化を行ったわけではなく，指向性を

持つアンテナを自動設計した結果，従来から指向性アン

テナとしてよく知られている八木アンテナが解として

求まったということである点に注意されたい． 

次に，更に効率化を図るため，交叉・突然変異させる

確率に重みづけを行い，後から追加されたワイヤが優先

的に交叉・突然変異の対象になるようにする．ワイヤ

1,2,3 が交叉・突然変異の対象となる割合を 12:22:32 とし

て計算を行った場合の世代ごとの適応度を図 9(b)に示す．

この結果，重みづけしない場合よりも収束性が向上し，

938 世代目で適応度が 700 を超えている．このように，

適用する問題ごとに，解の特徴があらかじめわかってい

る場合には，その特徴を使うことによって収束性を向上

することができる点については古典的 GA と同様である． 

5 おわりに 

本研究では，染色体数可変 GA(FCGA) を提案し，その

性能を単峰性関数と多峰性関数について調べた．その結

果，今回用いた関数の場合，古典的 GA と局所探索手法

を併用したハイブリッドGAと同等の効果があり，FCGA

は古典的 GA のみの適用よりも収束性が高いことがわか

った． 

また，指向性アンテナの自動設計に FCGA を応用した

結果，八木アンテナが最適解として求まり，FCGA の有

効性を確認した．さらに，交叉・突然変異させる確率に

重み付けをすることで，より効率良く指向性アンテナが

設計された． 

今度は，他の応用例についても検証を行い，FCGA の

有効性を明らかにする予定である． 

図 9 世代ごとの適応度 

(b) 重みづけあり 

(a) 重みづけなし 

図 10 自動設計されたアンテナの特性

(b) 放射パタン 

(a) アンテナ形状 
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