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1 はじめに 

自律的に動作するロボットを用いた災害救助などを行う

ための技術としてマルチエージェントシステムが注目さ

れている．これらのマルチエージェントシステムで協調的

に解決されるべき代表的な問題のいくつかは，分散制約最

適化問題によって定式化できる．本研究では，分散制約最

適化問題の解法Max-Sum[1] に注目する．Max-Sum は確

率伝搬に基づく手法であり，各エージェントは周囲から伝

搬される解の評価値を考慮して自変数値を決定する．

Max-Sum は比較的，精度の高い解が得られる．しかし

Max-Sum は複雑な制約網を持つ問題に適用した場合に，

解の精度が低下する．その解の精度の低下は，制約網にお

いて隣接する変数間の制約も評価に含める評価関数

MS-Stable[1]によって改善することができるが，隣接変数

間の制約の評価によって，各エージェントの計算量は増大

する．これらの解の精度と計算量のトレードオフを調整す

る手法として，Z-MSS を提案する．Z-MSS は各 

エージェントの利得の推定である周辺関数の値を指標と

して，評価関数を動的に切り替える．利得の推定を指標と

して評価関数を適切に選択することにより，計算量の増加

を抑えつつ，高い解の精度が得られる．またZ-MSS はパ

ラメータの調整により，解の精度と計算量とを調整可能で

ある．そのパラメータは，厳密に設定しなくても，Z-MSS 

の効果は得られるが，より性能を向上させるためには利得

の推定に影響を与えるグラフの構造や制約の評価値など

に応じた適切な値を設定することが望ましい．そこで，従

来手法と提案手法を二項制約の最適化問題と頂点彩色問

題において評価し，Z-MSS の適切なパラメータについて

調査する． 

2 分散制約最適化問題(DCOP) 

変数の集合X，各変数xi ∈X の値域Di，制約の集合C，各

制約に対応する評価関数の集合F からなる．各変数は制

約により他の変数と関係する．xi,xjに関する制約をci;j ∈C 

により表す．各制約ci,j に対応する評価関数fi,j∈ F により，

変数値の割り当て{(xi, d)(xj , d′)} の評価値が定義される．す

べての制約についての評価関数の値の合計を，最大化す 

 

 

るような，変数値の割り当てを求めることが目的である． 

3 Max-Sum とDCOPへの適用 

Max-Sum は関数ノードU と変数ノードx からなるfactor 

グラフ上でメッセージを伝搬する．そのため，一般的な分

散制約最適化問題のグラフの表現を，関数ノードU と変

数ノードx からなるfactor グラフとして表す必要がある．

Max-Sum の処理を大きく分類すると，変数ノードxn から

関数ノードUm へのメッセージQn→m(xn) の計算・送受信，

関数ノードUmから変数ノードxn へのメッセージRm→n(xn) 

の計算・送受信，周辺関数Zn の計算の3 つに分けられる．

変数ノードxn から関数ノードUm へのメッセージは，変数

xn の各値について評価値Qn→m(xn) を伝達する．関数ノー

ドUm から変数ノードxn へのメッセージは変数xn の各値

についての評価値Rm′→n(xn) を伝達する．Max-Sum におい

て最も計算量が必要となるのは，関数ノードUm から変数

ノードxn への評価値Rm→n(xn) の計算である．Rm→n(xn) の

計算にはfactor グラフ上でUm と隣接する変数ノードの数

に対して指数関数的な計算量を必要とする．Max-Sum を

DCOP に適用する場合には，式(1) のUm(xm) を次のよう

に定義する． 

Um(xm) = γm(xm) +Σi∈N(m)\m fm, i(xm , xi) (1) 

しかし，この評価関数は複雑な制約網に対して適用した場

合に解の精度が低下することが知られている．その解の精

度の低下を抑える評価関数にMS-Stableは次式で表される． 

Um(xm) = γm(xm)+Σi∈N(m) Σj∈C(i,m) fi,j(xi , xj) (2) 

評価関数MS-Stable は，通常のMax-Sum の評価関数では

評価しない隣接エージェント間の制約を評価することに

より，解の精度を改善する．しかし評価する制約が増加す

ることにより，計算量が極端に増加するという問題がある． 

4 提案手法 Z-MSS 

Z-MSS では，高い解の精度と低い計算コストを両立する

ために，Max-Sum とMS-Stable の評価関数を，周辺関数

Zi(xi) に応じて動的に切り替えて用いる．周辺関数Zi(xi) 

は，各エージェントが状態xi を選択したときの利得の推定
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図1：変数値が変化する例としない例 

を表す．Z-MSS では周辺関数の均衡を基準として評価関 

数の切り替えを行う．周辺関数の均衡とは，周辺関数が最

大となる変数値とその次に最大となる変数値による周辺

関数の値に一定の差がない状態のことである．周辺関数が

均衡している場合に解の精度が悪化する例を，図2 に示す．

図1上部は，評価関数をMax-Sum からMS-Stable に変更

した場合の周辺関数の値を示している．Max-Sum では評

価されていなかった制約がMS-Stable で評価されるよう

になることにより，選択する変数値がa からb に変化する．

その場合には，変数値a よりもb を選択した方が高い利得

となる．すなわち，周辺関数が均衡する場合は，変数値の

変化が起きやすく，MS-Stableを使う効果が高いといえる．

一方，図1下部のように，周辺関数の均衡が見られない場

合には，MS-Stable で新たに評価される制約により，周辺

関数の値が変化したとしても，選択する変数値は変化しな

い．そのため，MS-Stable を使う効果が低いと言える．こ

のように，Z-MSS では周辺関数の値による評価関数の切

り替えを行うことで，MS-Stable の使用を削減による計算

コストの削減と，高い解の精度を維持する．さらに，

Z-MSS では，一時的にMax-Sum に切り替えても解の精

度が悪化しないことを利用して，計算コストを削減する．

その方法として，MS-Stable に切替えたあと，λ回の計算

後にMax-Sum に戻す．Z-MSS では，λと評価関数の切り

替わりやすさを表すパラメータδを調整することで，計算

コストと解の精度を調整できる．問題の種類やグラフの構

造により，パラメータを調整することで，より効果的に

MS-Stable に切替えることができる． 

5 評価 

Max-Sum，MS-Stable，Z-MSS について頂点彩色問題と

コスト最小化問題で評価し，比較する．ここでは，頂点彩

色問題を用いた評価の結果を示す．頂点彩色問題では，制

約で関係する頂点が同じ変数値をとった場合に違反とす

る．違反数を解の精度とし，式(1) または式(2) の計算に

表1：各解法の違反数と計算量 

頂点数 10 20 30 

違

反

数 

Max-Sum 4.84 4.28 4.36 

MS-Stable 3.28 3.61 4.27 

Z-MSS 3.32 3.59 4.04 

計

算

量 

Max-Sum 54 54 54 

MS-Stable 4827 10874 12550 

Z-MSS 760 1151 1182 

 
図2：違反数と計算量 

かかる変数値の組み合わせの数を計算量とする．平均違反 

数,平均計算量を表1 に示す．表1 違反数では，Max-Sum 

の解の精度が低く，MS-Stable とZ-MSS がほぼ同じ解の

精度を示した．また計算量 をみると，Z-MSS の計算量

はMS-Stableより84%から90%削減できた．以上より，

Z-MSS はMS-Stable と同程度の解の精度を維持しつつ，

大幅に計算量を削減することができた．次にZ-MSS のパ

ラメータδを変化させた場合の解の精度と計算量を図2に

示す．パラメータλ は極端に小さな値に設定しない限り，

結果に大きな変化が現れなかったので，ここではδに注目

する．δは0.001から1 まで変化させた．図2の右側に行く

ほど，エージェントがMS-Stable を選択する割合が増加す

る．解の精度が向上するにつれ，計算量も増加し，解の精

度と計算量のトレードオフの関係がみられる．この事から，

Z-MSS は解の精度と計算量を調整可能であると言える．

またδ= 0.1 のとき，MS-Stable ほぼ同じの解の精度とな

り，計算量は88%削減できた． 

6 まとめ 

評価関数の動的な変更手法Z-MSS を提案し，評価により，

MS-Stable と同程度の解の精度を維持しつつ，最大90%計

算量を削減することができた．また，パラメータを変化さ

せた実験で，パラメータを調整により解の精度と計算量を

調整可能であることを確認した． 
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