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板野：進化戦略による微分モデル最適化

　計測された値への数理モデルの当てはめは、科学研究におい
て頻繁に実施される。得られたモデルは、対象システムの動態
の予測や、システムの現象を示す指標を提示できる。例えば、
動物の成長計測値に当てはめたモデルから種々の条件下での動
物の成長を予測したり、モデルパラメータを遺伝的評価、管理
評価の指標として利用したりすることもできる。
　モデルの当てはめには、計測値とモデル予測値間の残差を最
小にする手法（最小二乗法）が一般的に使われる。最小二乗法
を用いて一次線形モデルを当てはめる場合、パラメータ推定の
ための定型式が存在する。しかしながら、この手法で非線形モ
デルを当てはめる場合、パラメータ推定の探索アルゴリズムを
必要とする。標準的なパラメータ探索アルゴリズムとして、
Gauss-Newton 法（Nocedal and Wright、2006）があげられる
が、近年では進化型アルゴリズム（Poli et al.、2008）も提案
されている。
　一方、モデルを直接計測値に当てはめるのではなく、モデル
の積分結果を計測値に当てはめる場合を考えてみる。本論文で
はこのモデルを以降、微分モデルと呼ぶ。例えば、生態系の物
質循環を予測するモデルの多くは、複数の微分モデルで構築さ
れている（例えば、van Dyne、1969；Shiyomi et al.、1983；
Okubo et al.、1977）。このような微分モデルは生態系のシステ
ム構造を説明する。また、動物や植物の成長を解析するため、
ロジスティック、ゴッペルツ、リチャード等の多くの成長モデ
ルが提案されてきた（山岸、1977；猪ら、1988）。これらの成
長モデルを微分した方程式は、成長の内的な構造を説明するこ
とができる（板野、2018）。それゆえ、これらの成長モデルは、
成長の構造を示す微分モデルの解を計測値に当てはめたものと
みなすことができる。
　すなわち、微分モデルの解となる方程式を求め、計測値に当

てはめれば、モデルパラメータを取得できる。しかしながら、
微分モデルの多くは解くことが難しく、この方法が使えるのは
限定的である。解を持たない微分モデルを計測値に当てはめる
アルゴリズムが存在すれば、多様なモデルを適用することが可
能となる。
　解を持たない微分モデルでも、オイラー法やルンゲクッタ法
等により近似的に数値積分の結果を取得できる。微分モデルの
パラメータを変動させながら数値積分を実行し、積分値と計測
値の残差を最小にするパラメータを探索する。このようにすれ
ば、適切な微分モデルのパラメータを取得できるかもしれない。
しかしながら、この方法は、複数パラメータを変化させること
で生じる膨大な数の組み合わせの中から、適切なパラメータを
探索する必要があり、この様なアルゴリズムは一般的な解析ア
プリケーションに実装されていない。
　本研究では、数値積分を使った微分モデルのパラメータ探索
の問題に対し、進化戦略（Beyer et al.、2002）を取り入れた。
進化戦略は非線形最適化問題を解く手法として開発されてきた
進化型アルゴリズム（Poli et al.、2008）技術の一つである。
これは、確率分布に基づくパラメータの変異と選択を繰り返し、
適切なパラメータを探索する。この探索法は、工程は単純なた
め、プログラム化が容易で、探索処理で生じる計算量負荷の軽
減も期待できる。
　本手法を評価するため、同一のデータに対し、Gauss-
Newton 法（Nocedal and Wright、2006）に基づく一般的な非
線形モデルの当てはめ法と、進化戦略アルゴリズムに基づく本
提案手法を比較した。また、本手法においてパラメータがどの
ように探索されるか、推定精度がどのように動くかを検討した。
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要　約
　自然科学で対象とされるシステムの現象は、微分方程式（微分モデル）で記述されることが多い。しかしながら、微分モデ
ルの解である方程式は得られないことが多く、現象データにモデルを当てはめることを困難にしている。本研究では、進化戦
略のアルゴリズムを適用して微分モデルの数値積分を繰り返すことにより、微分モデルを最適化する手法を提示した。工程と
して、微分モデルのパラメータを正規分布上で変異させて数値積分し、現象データにより適応したパラメータを選択する。こ
の変異と選択の１回の処理を１世代とし、任意の世代数で処理を繰り返すことにより適切なパラメータを探索する。本手法を
評価するため、牛の成長と泌乳期乳量のデータにそれぞれ Gompertz モデルと Wood モデルを当てはめた。両モデルを微分し
た方程式に本推定法で当てはめた結果と、両モデルに直接 Gauss–Newton 法で当てはめた結果を比較した。結果として、本推
定法を３万世代実施することにより、両モデルともに、Gauss–Newton 法で当てはめたものと同程度の精度でほぼ同じパラメー
タ値を示した。これらのことは、本推定法が微分モデルのパラメータ推定に有効であることを示唆している。ただし、本推定
法の精度は世代数とパラメータ変異に利用する正規分布の変動幅に影響を受けることに留意する。
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キーワード：最適化、進化戦略、数値積分、微分モデル



14

新潟大学農学部研究報告　第 73 巻（2021）

材料および方法

微分モデルパラメータの推定
　微分モデルのパラメータおよびモデル開始値が、以下１）—６）
の進化戦略アルゴリズムの変異と選択に基づく工程により、推
定される。これらの値は、パラメータグループとして一括して
処理される。この工程プログラムは、解析ソフト R を使用し
作成された。
１） パラメータグループの各初期値を決定する。適当なパラメー

タ値で微分モデルの数値積分を実行し、積分結果と計測値
をグラフ化する。グラフ上で計測値と視覚的にある程度適
合するまでこの処理を繰り返すことで、初期値を任意に決
定する。数値積分は、式（１）に示すように、解析ソフト
R における deSolve パッケージの ode 関数を利用し、積分
法としてルンゲクッタ４次法を採用し、実施した。ode 関
数の引数として、リスト化された微分モデルの式（f）、開
始時の値（y）、計算間隔を伴う積分期間（t １）、積分法

（method）が必要とされる。

　 　　　　ode（y, t1, f, method）（１）

２）  初期値パラメータグループを第０世代とする。式（１）に
基づき、この第０世代のパラメータ値で数値積分し、計測
値と積分値の残差の指標となる平均平方二乗誤差（RMSE）
を式（２）で計算する。

RMSE ＝√ Σ（Pi-Mi）2

n 　　　（２）

　　 ここで Mi は i 番目の計測値、Pi はそれに対応する積分値、
n は計測値の数である。

３）  新たなパラメータグループを生成するため、第０世代の各
パラメータ値を平均、標準偏差を任意の値とした正規分布
を仮定する。この分布から正規乱数を１回発生させ、これ
を次世代パラメータ候補とする（変異）。ここで、標準偏
差は、使用者が設定した変動係数（cv: 0－1の範囲）にパ
ラメータの平均値を乗じ算出する。例えば変動係数が0.1
の場合、標準偏差が平均値の10分の１の正規分布からパラ
メータ候補が抽出される。設定する変動係数が大きいとパ
ラメータを広範囲で探索し局所解となりにくいが、精密な
探索はできない。逆に変動係数が小さいと精密に探索する
が、局所解になる可能性がある。正規乱数の発生には、解
析ソフト R における rnorm 関数を利用した。式（３）に
示すように、rnorm 関数は引数として、パラメータ発生
回数（１に固定）、平均（mean）としてパラメータ値（par）、
標準偏差（sd）としてパラメータ値（par）×変動係数（cv）
を必要とする。

　 　　　　rnorm（１, mean = par, sd = cv*par）　（３）
４）  次世代候補のパラメータグループで微分モデルの数値積分

を実行し、式（２）を使い計測値と積分値間の RMSE を
計算する。

５）  第０世代と次世代候補のパラメータグループから計算され
た RMSE を比較し、低い値を示した方（より精度が高い）
を、次世代のパラメータグループとして残す（選択）。

６）  選択されたパラメータ集団に対し、２）—５）の操作を繰り
返す。この繰り返しの数が世代数となる。世代が進むにつ
れてより精度の高いパラメータが選択され、最終的に適切
なパラメータ値が得られると仮定する。世代数は任意に設

定するが、探索の終了は各世代の RMSE の変動をプロッ
トし、その値の安定性から判断する。

アルゴリズム実行時の設定

　牛の成長および乳量の時系列データに対し、それぞれ
Gompertz モデルと Wood モデルを当てはめた。まず、それぞ
れのモデルの汎用式（これを一般モデルと呼ぶ）を、解析ソフ
ト R の nls 関数を利用してデータに当てはめた。これは、
Gauss-Newton 法を利用した非線形モデルの代表的な当てはめ
手法である。これらの一般モデルの微分方程式、即ち微分モデ
ルを作成し、本論文で提案したアルゴリズムに基づき、微分モ
デルをデータに当てはめた。アルゴリズムにおける変異と選択
を３万世代繰り返した。パラメータの変動係数は、第０－１万
世代で0.25、第１万－２万世代で0.02、第２万－３万世代で0.01
に設定した。これは、１万世代まではパラメータを局所解に陥
らないよう広範囲で探索し、１万世代以降はパラメータをより
精密に探索することを意図している。

Gompertz モデルの適用
　図１に示した乳牛の日齢に伴い変化する体重のデータ（農林
水産省農林水産会議事務局編、1999）に Gompertz モデル（山
岸、1977；猪ら、1988）を当てはめた。一般モデルは齢の関数
として、式（４）で表せる。

W ＝ abe－cT 　　　（４）

ここで、W は体重、T は日齢、a は成熟時体重、b と c は成長
曲線の形を決めるパラメータである。式（４）の微分モデルは
式（５）で表すことができる。

dW ＝ aWe－bT

dT 　　　（５）

　データにモデルを当てはめることで、式中のパラメータが推

図１　成長に伴う乳牛の体重
（農林水産省農林水産会議事務局、1999）
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定される。また推定パラメータから、成長指標として使える、
生時体重、最大成長速度とその時の日齢および体重を推定でき
る。式（５）の微分モデル中にパラメータ c が無いが、これは、
－ln（W0/a）（ただし W0は生時体重）で推定できる。これら
のパラメータ、成長指標、およびモデルの当てはまり精度を両
モデル間で比較した。モデルの当てはまり精度の指標として、
データと対応するモデル予測値間の RMSE および相関係数を
利用した。

Wood モデルの適用
　図２に示した乳牛の泌乳期間中の日乳量データに、Wood モ
デル（Wood、1967）を当てはめた。一般モデルは泌乳期の関
数として、式（６）で表せる。

Y ＝αLβe－γL 　　　（６）

ここで、Y は日乳量、L は泌乳期（日）、α、β、γは泌乳曲
線の形を決めるパラメータである。式（６）の微分モデルは次
式で表すことができる。

dY ＝αLβ（β －γ）e－γL

dL L 　　　（７）

　日乳量データに各々のモデルを当てはめ、式中のパラメータ
を推定した。加えて、推定パラメータを利用し、泌乳開始時日
乳量、最大日乳量とその時の泌乳期日数を乳生産指標として推
定した。これらのパラメータ、乳生産指標、およびモデルの当
てはまりの精度指標である RMSE と相関係数を、両モデル間
で比較した。

結果および考察

Gompertz モデル適用時の精度と動態
　図３に示されるように、乳牛の体重データに Gompertz モデ
ルの一般モデルと微分モデルを当てはめた時の推定曲線は、ほ
とんど同じ動きを示した。得られたパラメータおよび指標もほ

ぼ一致した（表１）。データに対する当てはまりの精度は、両
モデルとも非常に高く、同程度の精度を示した（表１、両者と
もに、相関係数 r=1.00、RMSE=5.73）。
　進化戦略アルゴリズムに基づく微分モデルの当てはめにおい
て、世代進行に伴う RMSE とパラメータ a（成熟体重）の変
化を、図４に示した。
　０—１万世代に変動係数を0.25に設定し、パラメータを広範
囲に変異させた場合、RMSE は探索開始後急速に低下し、
3000世代以降は安定した（図４a）。即ち、精度の大きな改善は
世代初期で生じた。パラメータ a も世代初期で大きく変動して
おり（図４b）、徐々に安定した。これらのことは、変動係数0.25
の広い範囲でパラメータ選択させた場合、世代初期に局所的な
解が取り除かれ、その後は選択パラメータの大きな変異と精度

泌乳期間（日）

乳
生
産
量（
kg
・日

－
1 ）

図２　泌乳期間中の乳生産量

図３　成長データへの Gompertz モデルの当てはめ
（a） 線は本推定法と Gauss-Newton 法による当てはめ結果であ

るがほとんど同じ動きをするため重なっている。
（b） 体重データと予測値の関係。丸は本推定法、バツは

Gauss-Newton 法による推定結果、実線は１：１ライン。
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の向上は見られなくなることを示唆している。
　変動係数を0.02に変更した１万世代以降、探索初期に狭い範
囲で RMSE の低下（精度の向上）（図４a）とパラメータ a の
変化（図４b）が示された。１万世代以前のパラメータの変化
が見られなくなっていたことから、変動係数の変更でパラメー
タ変異の幅を狭めていくことで、より精密なパラメータを探索
できると考えられる。しかし１万１千世代以降の RMSE とパ
ラメータ a の変化はほとんどなかった。これは、ある変動係数

（探索範囲）でのパラメータの精度の向上が、探索の早い時期
に起こることを示唆している。
　変動係数を0.01に変更した２万世代以降、非常に狭い範囲で
RMSE の低下（精度の向上）が見られた（図４a）。しかしパ
ラメータ a の変化は視覚的にわずかであった（図４b）。これ
らのことから、２万世代以降は、パラメータをわずかに変化さ
せることで、より精密な探索が行われるが、当てはまりの精度
は安定し、パラメータも変化は見られなくなると考えられる。

Wood モデル適用時の精度と動態
　図５に示されるように、泌乳データに対して Wood モデル
の一般モデルとその微分モデルを当てはめた時、両者の推定曲
線はほとんど同じ動きを示した。推定されたパラメータαとβ
でわずかな違いが生じたが、それ以外の推定値はほぼ一致した

（表２）。データに対する当てはまりの精度は、両モデルとも非
常に高く、同程度の精度を示した（表２、両者ともに、相関係
数 r=0.98、RMSE=0.72）。 
　図６は、進化戦略アルゴリズムに基づく微分モデルの当ては
めにおいて、世代進行に伴う RMSE とパラメータαの変化を
示している。
　０世代に変動係数を0.25に設定し、パラメータを広範囲に変
異させた場合、RMSEは探索開始後急速に低下し（精度の向上）、
4000世代以降は安定した（図６a）。パラメータαは、世代初期
で短い世代の変化を繰り返し、その後一定世代安定した変化を
繰り返し、4000世代以降は安定期間が長くなった（図６b）。
　変動係数を0.02に変更した１万世代以降、RMSE は探索初期

表１　体重を Gompertz モデルの汎用式に Gauss-Newton 法で当てはめた時と本手法で微分モデルに当てはめた時の、パラメータ、
指標値および推定精度

Gauss-Newton 法 本手法 備　考

パラメータおよび指標

　　パラメータ a（kg BW） 664.2 664.4 成熟時体重

　　パラメータ b（kg・日－1・kg BW －1） 0.0033 0.0033 最大成長速度時の比成長速度

　　パラメータ c 2.5882 2.5892

　　生時体重（kg BW） 50.0 49.9

　　最大成長速度（kg・日－1） 0.8148 0.8152

　　最大成長速度時の日齢（日） 285 285

　　最大成長速度時の体重（kg BW） 244.3 244.2

モデル推定精度

　　Pearson の相関係数 r 0.9995 0.9995 両手法とも P<0.01

　　二乗平均平方根誤差 RMSE（kg） 5.7295 5.7304

表２　乳生産量を Wood モデルの汎用式に Gauss-Newton 法で当てはめた時と本手法で微分モデルに当てはめた時の、パラメータ、
指標値および推定精度

Gauss-Newton 法 本手法 備　考

パラメータおよび指標

　　パラメータ α 19.8 20.2

　　パラメータ β 0.1003 0.0985

　　パラメータ γ 0.0033 0.0033

　　開始時乳量（kg・日－1） 19.7 19.8 分娩翌日の日乳量

　　最大乳生産量（kg・日－1） 25.2 25.2

　　最大乳生産量時の分娩後日数（日） 30.1 30.0

モデル推定精度　

　　Pearson の相関係数 r 0.9837 0.9837 両者とも P<0.01

　　二乗平均平方根誤差 RMSE（kg・日－1） 0.7229 0.7228
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に狭い範囲で低下（精度の向上）した（図６a）。パラメータα
は少しずつ変化しながら、一定の値をとる世代間隔を伸ばした

（図６b）。すなわち、１万世代以降は、パラメータのわずかな
変化を伴う精密な探索が行われたと考えられる。
　変動係数を0.01に変更した２万世代以降、非常に狭い範囲で
RMSE の低下（精度の向上）が見られた（図６a）。RMSE の
相対的な低下は探索初期に大きかったが、その後も生じた。一
方パラメータαの変化は、視覚的に非常にわずかであった（図
６b）。これらのことから、２万世代以降はより精密な探索が
行われたが、パラメータの変化は小さく、収束したと考えられ
る。

進化戦略アルゴリズムに基づく微分モデルパラメータ推定の有
効性
　今回の結果は、乳牛の成長と泌乳という形の異なるデータに、
異なる微分モデルを当てはめたとき、進化戦略アルゴリズムと
数値積分を利用することが有効であったことを示した。おそら
く他の多くの微分モデルに対しても、本手法は適用できると考
えられる。
　今回は微分方程式の解である方程式（一般モデル）が存在し
ているものを使い、比較することで、本手法の有効性を検証し
た。しかしながら、実際に本手法の有用性が発揮されるのは、
微分モデルしか作れない場合であろう。微分モデルでしか説明
できないシステム構造に対し、本推定法は適切なモデルパラ
メータを取得できる可能性がある。本手法は簡易にプログラミ
ングすることが可能であり、実用性が高い。
　また、本研究では、Gompertz、Wood の両方のモデルとも
に３万世代探索し、１万世代ごとに、変動係数を0.25、0.02、
0.01と変化させた。結果は、両モデルとも適正なパラメータを
得ることができた。しかしながら、この世代数と変動係数は、
任意に決めたものであり、最も適正な設定を示しているわけで
はない。最初、変動係数を大きくしたのは、局所解に陥る危険
性を避けるためである。最初の１万世代はパラメータ値や精度

が大きく変動したことから（図４、図６）、変動係数を最初大
きくし、世代が進むに従い小さくする方法は有効と考えられる。
また、本結果は変動係数の決定後2000世代程度で大きな精度の
向上が見られ、その後は安定した（図４、図６）。これを考慮
すると、変動係数の設定は２千世代毎に変動させた方が、効果
が高くなるかもしれない。例えば、２千世代毎に変動係数を
0.6、0.3、0.15、0.075…と変化させていけば、局所解にならずに、
短時間で適正解に導ける可能性もある。これらの探索幅と世代
数の検討も今後必要と考えられる。
　一方、本論文で取り扱ったモデルの探索パラメータ数は、開
始時の値を含め、Gompertz モデルでは４つ、Wood モデルで
は５つであった。よりパラメータ数の多いモデルに対して本手

世代（・103）

世代（・103）

（a）RMSE

RM
SE

（
kg

）

（b）パラメータ  a

パ
ラ

メ
ー

タ
a（

kg
）

700

680

660

640

620

600

700

680

660

640

620

600

700

680

660

640

620

600

図４　本手法により乳牛の体重に Gomperts 微分モデルを当て
はめた時のモデル推定精度とパラメータ a の世代間推移。変動
係数を０世代で0.25、１万世代から0.02、２万世代から0.01に
設定。

（a） は推定精度としての平均平方二乗誤差、RMSE の推移。
（b） モデルパラメータ a の推移。パラメータ a は成熟時体重

を示す。
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図５　乳生産データへの Wood モデルの当てはめ
（a） 線は本推定法と Gauss-Newton 法による当てはめ結果であ

るがほとんど同じ動きをするため重なった。
（b） 体重データと予測値の関係。丸は本推定法、バツは

Gauss-Newton 法による推定結果、実線は１：１ライン。
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法が適用できるかについて、探索に必要な世代数と変動係数を
含め検討していく必要がある。しかしながら、どのようなモデ
ルに対しても、その精度指標としての RMSE の変動を見なが
ら、パラメータの収束を決定する必要があろう。
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Optimization of differential model parameters using evolutionary strategy and 
numerical integration
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Summary
The phenomena of systems targeted in natural science are often described by differential equations (differential models). 

However, it is often impossible to obtain equations that are solutions of the differential models, which makes it difficult to fit 
the models to the phenomena data. We proposed a method for optimising differential models by applying an evolution 
strategy algorithm and repeating the numerical integration of the differential model. In this process, the parameter set for 
the differential model is mutated using a normal distribution and numerically integrated, and a parameter set adapted to the 
phenomena data is selected. One step of mutation and selection is regarded as one generation, and an appropriate parameter 
is sought by repeating the process for an arbitrary number of generations. To evaluate this method, we applied the 
Gompertz model to cow growth data and the Wood model to lactation milk yield data. We compared the results applying the 
Gauss–Newton method to both models directly with those obtained with our method applied to the differential equations of 
both models. As a result, by implementing this method for 30,000 generations, both models had similar parameter values 
with the same accuracy as those fitted by the Gauss–Newton method. This suggests that our method is effective for 
parameter estimation in differential models. Note, however, that the parameter estimation accuracy in this method is affected 
by the number of generations and the fluctuation range of the normal distribution used for parameter mutation.
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