
計算科学基礎 2018 年 1 月 22 日作成

名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター　井田 隆 2020 年 11 月 18 日更新

Python3 とNumPy, SciPy で学ぶ
局所的な最適化 
１．SciPy で利用できる最適化アルゴリズム　 
SciPy ライブラリの optimize モジュール（scipy.optimize）に最適化のために使える関
数（機能）がまとめられています。中には大域的な最適化 global optimization のための
関数も含まれていますが，ここでは局所的な最適化 local optimization のための関数の利
用のみを試みることにします。

２．scipy.optimize.minimize_scalar() 関数による 
　　１変数関数の極小化 
１変数関数の極小を求める（局所的な最適化を行う）ために，黄金分割法を用いるなら
scipy.optimize.minimize_scalar(method=‘golden’)，ブレント法を用いる場
合には  scipy.optimize.minimize_scalar(method=‘brent’) を用います。一般
的にブレント法が用いられるようですが，ここではブレント法と黄金分割法とで，結果に
どのような違いが現れるか調べることにします。

２-１　ブレント法による極小化 

参考資料８に示した

(2.1.1)

関数の極小をブレント法で求めます。

作業用のディレクトリ（ここでは例えば …\Codes\optimize ）を作成し，以下のような
内容の Python コードを brent.py として保存します。

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np # import "numpy" module as "np"
import scipy.optimize as opt
# Minimization by Brent’s method
# Definition of function
def func(x):

return -np.exp(-(x-0.5)**4) - np.exp(-(x-1.5)**2)
# Solution

f (x) = − exp [−(x − 0.5)4] − exp [−(x − 1.5)2]

http://takashiida.floppy.jp/education/computer-science/


x = opt.minimize_scalar(func, method='brent')
print(x)

などとして Python コードを実行すれば，以下のような出力が得られます。

この出力中 fun は関数 function の極小値，nfev は関数を評価 evaluate した回数，nit は
繰り返し iteration の回数，x は関数の極小を与える変数の値を意味しています。

２-２　黄金分割法による極小化 

黄金分割アルゴリズムを用いる場合には，以下のような Python コード golden.py

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np # import "numpy" module as "np"
import scipy.optimize as opt
# Minimization by golden section method
# Definition of function
def func(x):

return -np.exp(-(x-0.5)**4) - np.exp(-(x-1.5)**2)
# Solution
x = opt.minimize_scalar(func, method='golden')
print(x)

を作成して実行すれば，出力は

となって，最小化には成功したらしいのですが，関数評価と繰り返しの回数が Brent 法と
比較してかなり多くなってしまっていることがわかります。

PS C:\Users\user_name\Codes\optimize> py brent.py↩

     fun: -1.7312922116065508  
    nfev: 16  
     nit: 12  
 success: True  
       x: 1.0817372018563673

     fun: -1.7312922116065508  
    nfev: 43  
     nit: 38  
 success: True  
       x: 1.0817372056442067



３．scipy.optimize.minimize() 関数による 
　　多変数関数の極小化 
多変数関数の極小を求める（局所的な最適化を行う）ために，ネルダー・ミード法を用い
るならscipy.optimize.minimize(method=‘Nelder-Mead’)，パウエル法を用いる
には  scipy.optimize.minimize(method=‘Powell’) ，BFGS 法を用いるには 

scipy.optimize.minimize(method=‘BFGS’) などとます。

ここでは，以下の式で表される二変数関数の極小化を試みます。

　　　　 (3.1)

この関数の等高線図を Fig. 3.1 に示します。

Fig. 3.1　式 (3.1) で表される二変数関数の等高線図。 

３-１　ネルダー・ミード法による極小化 

ネルダー・ミード法を用いる場合には，以下のような Python コード NelderMead.py 

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np # import "numpy" module as "np"
import scipy.optimize as opt
# Minimization by Nelder-Mead method
# Definition of function
def func(x):

ans = -np.exp(-10*((x[0]+0.5)**4 + (x[1]+0.5)**4))
ans += -1.2 * np.exp(-10*((x[0]-0.5)**2 + (x[1]-0.5)**2))
return ans

f (x, y) = − exp {−10 [(x + 0.5)4 + (y + 0.5)4]}
−1.2 exp {−10 [(x − 0.5)2 + (y − 0.5)2]}
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# Solution
x = opt.minimize(func, [0,0], method=‘Nelder-Mead’)
print(x)

を作成して実行すれば，

のように出力され，  付近の第２極小が求められているらしいことがわかりま
す。上のコードの x = opt.minimize(func, [0,0], method=‘Nelder-Mead’) 

のところを x = opt.minimize(func, [1,1], method=‘Nelder-Mead’) として
初期値  から始めれば，

のように出力され，最小に近い位置  の求められていることがわかります。

３-２　パウエル法による極小化 

パウエル法を用いるために，以下のような Python コード Powell.py 

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np # import "numpy" module as "np"
import scipy.optimize as opt
# Minimization by Powell’s method
# Definition of function
def func(x):

ans = -np.exp(-10*((x[0]+0.5)**4 + (x[1]+0.5)**4))
ans += -1.2 * np.exp(-10*((x[0]-0.5)**2 + (x[1]-0.5)**2))
return ans

# Solution
x = opt.minimize(func, [0,0], method=‘Powell’)
print(x)

 final_simplex: (array([[-0.49893965, -0.49890873],  
       [-0.49888692, -0.49896405],  
       [-0.49892272, -0.49885242]]), array([-1., -1., -1.]))  
           fun: -1.0000000025552604  
       message: 'Optimization terminated successfully.'  
          nfev: 96  
           nit: 55  
        status: 0  
       success: True  
             x: array([-0.49893965, -0.49890873]

(−0.5, − 0.5)

(1, 1)

 final_simplex: (array([[0.49997452, 0.50002102],  
       [0.49997913, 0.49994296],  
       [0.50003333, 0.50005934]]), array([-1.19999999, 
-1.19999996, -1.19999995]))  
           fun: -1.1999999889640993  
       message: 'Optimization terminated successfully.'  
          nfev: 63  
           nit: 34  
        status: 0  
       success: True  
             x: array([0.49997452, 0.50002102])

(0.5, 0.5)



を実行すれば，

のように出力され，この場合には少し少ない関数評価回数で極小に至りました。

３-３　BFGS 法による極小化 

BFGS 法を用いるために，以下のような Python コード BFGS.py 

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np # import "numpy" module as "np"
import scipy.optimize as opt
# Minimization by Powell’s method
# Definition of function
def func(x):

ans = -np.exp(-10*((x[0]+0.5)**4 + (x[1]+0.5)**4))
ans += -1.2 * np.exp(-10*((x[0]-0.5)**2 + (x[1]-0.5)**2))
return ans

# Solution
x = opt.minimize(func, [0,0], method=‘Powell’)
print(x)

を実行すれば，

のように出力され，この場合には，さらに少し少ない関数評価回数で極小が求まりまし
た。

   direc: array([[1.00000000e+00, 0.00000000e+00],  
       [1.50608604e-06, 1.50609518e-06]])  
     fun: -1.2000000020473187  
 message: 'Optimization terminated successfully.'  
    nfev: 56  
     nit: 2  
  status: 0  
 success: True  
       x: array([0.50000076, 0.49999924])

      fun: -1.200000002061151  
 hess_inv: array([[ 0.52083401, -0.47916599],  
       [-0.47916599,  0.52083401]])  
      jac: array([-8.94069672e-08, -8.94069672e-08])  
  message: 'Optimization terminated successfully.'  
     nfev: 40  
      nit: 3  
     njev: 10  
   status: 0  
  success: True  
        x: array([0.49999999, 0.49999999])
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