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Abstract: Gellular automata are a kind of asynchronous cellular automata that satisfy a condition

called non-camouflage. We overview our research on self-stabilizing gellular automata, which solve

problems including maze, spanning tree, 2-distance coloring and leader election.

1 はじめに

ゲルオートマトンはゲルなどのマテリアルによって
実装することを想定したセルオートマトンであり、特
にゲルを媒介とする化学反応拡散系による実装を想定
しているが、たとえば（DNAオリガミ上に固定された
分子同士の反応のように）局所的な反応のみが許され
る高分子系による実装も考えられる。
数理モデルとしてのゲルオートマトンは、セルオー
トマトンに対するいくつかの条件によって定義される。

• 非同期 …… 状態遷移のタイミングを合わせなく
てよい。各離散ステップにおいて、各セルは状態
を遷移させてもよいし、させなくてもよい。複数
のセルが同時に状態を遷移させることもある。

• 有無型 …… ライフゲームなどの総和型セルオー
トマトンの条件をさらに強くしている。セルの状
態遷移は、近傍セルの状態の有り無しのみに依存
し、近傍セルの方向や（特定の状態にある）近傍
セルの個数には依存しない。

• 非迷彩型……自身と同じ状態の隣人は見えない。
すなわち、セルの状態遷移は、セルの現在の状態
と同じ状態の近傍セルの有無に依存できない。

いずれの条件も、化学反応拡散系などによる実装を想
定すると自然に導かれるものである。以下では、上の
条件を満たすセルオートマトンをゲルオートマトンと
呼ぶ。
なお、我々はゲル壁の穴の開閉に基づくゲルオート
マトンに関する研究も行って来たが、これは上記とは
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別のタイプのゲルオートマトンであり、本稿では詳し
く述べない。
我々はこれまでに、ゲルオートマトンのもとでPriese

の非同期式回路をシミュレートすることにより、ゲル
オートマトンのチューリング完全性を示した [2]。また、
情報共有素子を実装することにより、1次元セルオー
トマトンの時間発展をシミュレートできることも示し
た [3]。
その後、ゲルオートマトン上の分散計算に関して研
究を進め、まず、ポピュレーションプロトコルをゲル
オートマトン上でシミュレートできることを示した [1]。
ポピュレーションプロトコルは、分散計算のための典
型的な数理モデルであり、多くの分散アルゴリズムが
ポピュレーションプロトコルとして定式化されており、
それらのアルゴリズムがゲルオートマトン上で実装で
きることがわかった。
次に、自己安定な分散計算へと研究を進めた。分散
系が自己安定であるとは、公平なスケジューリングの
もとで、任意の初期状況から望みの状況に必ず至るこ
とができて、望みの状況になったら、そのまま望みの
状況であり続けることをいう。任意の初期状況から望
みの状況に至るので、外乱によって状況が変化しても、
再び望みの状況に戻ることができる。このような系は
耐故障的であり、自己修復・自己再生することできる。
したがって、自己安定な分散系をゲルオートマトンに
よって実現できれば、自己修復・自己再生する不死身
のマテリアル（特に不死身のゲル）を実装することが
できるだろう。
本発表では、これまでに我々が行った来た自己安定な
ゲルオートマトンに関する研究について概観する。紹
介するゲルオートマトンは以下のサイトで実行するこ
とができる：https://cell-sim.firebaseapp.com/



2 迷路

我々が最初に取り組んだのは、迷路を自己安定的に
解くゲルオートマトンである。迷路を解くゲルオート
マトンが自己安定的ならば、必ず始点から終点への経
路が構成され、かつ、壁などが変化しても新たな経路
が再構成される。
我々が定義したゲルオートマトンは、終点から信号
を四方八方に伝搬し、それが始点に到達したら、経路
の合流を巧みに禁止して経路のループを生成しないよ
うにしながら、始点から終点への経路を構成する [4]。
このゲルオートマトンは、理想的な初期状況（壁と
始点と終点と真っ白な状態のみからなる状況）からな
らば始点から終点への経路を構成することができ、壁
の動的な変更に対応することができるが、初期状況に
よっては、始点から終点への経路を構成することがで
きない。しかも、複数のセルが同時に遷移する場合、経
路のループが生成される可能性がある。ループがある
と終点から始点への信号が伝搬されずに、始点が孤立
してしまう恐れがある。
そこで、始点が孤立したときに、エラーの信号を発
生・伝搬して状況を初期化する規則を導入することに
より、自己安定なゲルオートマトンを定義することが
できた [4]。しかし、始点の孤立性の判断は単純なタイ
ムアウトによるものであり、エラー伝搬には極めて多
くの状態と規則が必要になる。
実は、最近になって、以上の問題を解決するために
は、合流だけでなく分岐も禁止すればよいことがわかっ
た。単純な場合に経路を構成するまでのステップ数は
より多く必要とするが、タイムアウトもエラー伝搬も
必要ない。分岐も禁止することにより真に自己安定な
ゲルオートマトンを得ることができた。

3 スパニング木と距離2彩色

スパニング木を構成する分散アルゴリズムは、最も
典型的な分散アルゴリズムの一種であり、迷路を解く
分散アルゴリズムを発展させたもと考えることができ
る。迷路には始点と終点が一つずつあるが、スパニン
グ木では、終点となる根が一つ指定され、その他の（壁
でない）セルはすべて始点と考えられる。
スパニング木を構成する分散アルゴリズムには、距
離 2彩色を用いるものが多い。距離 2彩色とは、ある
セルの色とその隣の隣のセルの色が必ず異なることを
いう。（隣のセルの色とも異なることを想定している。）
スパニング木の構成も距離 2彩色もゲルオートマト
ンで実現することができる。

4 リーダーエレクション

我々は、迷路を解くゲルオートマトンとともに、リー
ダーエレクション問題を解くゲルオートマトンも定義
した [4]。
各セルは、初期状態にあるとき、ランダムにリーダー
候補となる。リーダー候補は色を持っており、その色の
信号をセル空間に伝搬する。リーダー候補はときどき
その色を変え、新しい色の信号を伝搬する。リーダー
候補が二つ以上あるとき、いずれかのセルには、あり
得ない組み合わせの二つの色の信号が到達するので、
そのときは、エラー信号をセル空間に伝搬し、全体を
初期状況に戻す。リーダー候補が一つの場合だけ、エ
ラー信号が発生せず、セル空間は安定する。
色の信号の伝搬は同期的に行う必要があるが、同期
的な伝搬を非同期的にシミュレートすることが可能で
ある。
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