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Abstract— Semantic crossover has been proposed 

as the method for controlling global and local 

search in Genetic Programming. In the method, 

the pair of subtrees, which are used for crossover, 

are selected based on their semantic distance. 

However, in the robot control problems, it is 

difficult to consider the similarity of their 

behavior because they take actions under different 

situations. The purpose of this study is to propose 

the method to apply the semantic crossover to the 

robot control problems. In our method, multiple 

situations have been prepared beforehand, and 

the set of actions for the situations is used for the 

semantics of each subtree. Experimental results 

show that our proposed method can get optimal 

solutions faster than the conventional method. 

I.  はじめに 

遺伝的プログラミング(Genetic Programming,以
下 GP) は 、 遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム (Genetic 
Algorithm,以下 GA)の遺伝子型を構造的な表現が
扱えるように拡張したものである。GP が GA と
最も異なるのは、個体の表現方法である。一般
的な GA が固定長 1 次元配列を用いるのに対し
て、GP は木構造を用いる。木構造を用いること
によって、GA では扱うことが難しかった関数や
プログラムなどの構造表現を扱うことができる。 
進化論的アルゴリズム(Evolutionary Algorithm:

以下 EA)において、遺伝的操作は重要なオペレ
ータである。代表的な遺伝操作として突然変異
と交差がある。また、GP の遺伝操作である交叉
は親個体から交換する部分木をランダムに選ぶ
ため大域探索、局所探索を制御することが難し
い。 
大域探索、局所探索を制御するために、従来

研 究 と し て 部 分 木 の 意 味 に 基 づ く 交 叉
（Semantic Crossover, 以下 SC）[3]が提案され
ている。SC とは交叉の際、個体間の部分木の類
似性を用いて大域探索と局所探索を制御する手
法である。SC では部分木の意味の類似性を用い
るために部分木間の距離を計算する必要がある。
その距離が近いと類似性が高くなり、遠いと類

似性が低くなる。本研究の目的は、ロボットに
よる壁沿い行動最適化問題において SC が有効
であるか検証することである。 

本論文の構成は、以下のとおりである。第 2
節では部分木の意味に基づく交叉について説明
する。第 3 節ではロボットの行動最適化のため
の部分木の意味に基づく交叉の提案を行う。そ
して第 4 節では、実験内容と実験結果、考察を
述べる。最後に第 5 節ではまとめと今後の課題
について述べる。 

II. 部分木の意味に基づく交叉 

 GP による部分木交叉は選択によって選ばれた
2 つの個体に対して、各部分木をランダムに選
択して、選ばれた 2 つの部分木を交換する。し
かし、これでは大域探索や、局所探索を意図的
に行うことが難しい。その問題を解決するため
の交叉方法として SC を使用する。まず、SC に
とって最も重要な「部分木の意味」[1][2]につい
て紹介する。 

A. 部分木の意味 

部分木の意味とは、個体の各部分木がその部
分木の親ノードに出力する値のことである。つ
まりその部分木が親ノードに与える意味を指す。
またルートノードの意味はその木の出力結果を
表す。なお、部分木の意味はベクトルとして考
える。 

部分木の意味を考えることにより、個体間の
部分木の類似性について調べることができる。
類似性を調べる方法として、個体間の部分木の
意味の距離を計算する。これにより、距離の遠
いものほど類似性が低く、距離が近いものほど
類似性が高くなる。SC では、この部分木の意味
の距離を計算して、交叉点を決定する。 

B. 部分木の意味の類似性に基づく交叉と従来
の交叉の違い 

従来の GP の交叉は 2 つの交叉点をランダム
に選ぶ。しかし、2 つの交叉点をランダムに選
んでしまうと、局所解を抜け出すための大域探



索や、解を微修正することでより良い解を探索
する局所探索を制御することが難しい。 

そこで従来研究である SC では、まず 1 つ目
の個体 A の交叉点をランダムに選択する。そし
て、個体 A で選択された部分木のノードの意味
と、個体 B の中のすべてのノードにおける部分
木の意味との距離を計算する。距離の計算では
式(1)によりユーグリッド距離 を計算してい
る。 

=              (1) 

ここで、 は個体 A で選択された部
分木における意味の第 i 次元の値を表す。また、

は個体 B のノード j における第 i 次元
の値を返す。 n は入力データの数である。個体
B における各ノードの距離を求めた後、個体 B
の交叉点を選択するためのルーレット選択を用
いる。これにより距離の大きいものほど交叉点
に選ばれやすくなる。 

しかしこれでは常に距離の大きいものほど選
ばれやすくなってしまうため、類似性の低いも
のが終盤の世代まで選ばれてしまう。つまり、
大域探索が行われている状態である。これでは
探索終盤での局所探索ができないので、距離計
算の際に距離を として計算する。 

例えば の値を－2.0 ≦ ≦ 2.0 と設定し、 
を式(2)のように世代とともに変化させるとする
と初期世代では距離 の値は 2.0 乗され、距離d
の大きいものがより選ばれやすくなる。また、
世代が進むほど徐々に の値は減少していき、
探索終盤での値は－2.0 乗されるため距離 の小
さかったものほど選ばれやすくなる。つまり、
初期世代では類似性の低いものを選ぶことで大
域探索を実行でき、探索終盤では類似性が高い
ものを選ぶことで局所探索を実行できる。 

   maxmaxmin */)(   tGt            (2) 

ここで はαの最小値、 はαの最大値、 
G は最大世代数、 t は世代数を表す。 

III. 提案手法 

 ロボット行動最適化に SC を適用するには問

題点がある。ロボットが 100 回行動したとする

と、木を 100 回評価したことになるため部分木

の意味も 100 次元のベクトルとして自動的に計

算できる。図 1 に例として初期位置を S とし、2

体のロボット A、B の軌跡を矢印で示した。ロ

ボット A と B が 2 ステップ目以降の置かれた状

況が異なるため、木構造への入力も異なり、部

分木の意味の違いがプログラムの特性の違いを

必ずしも表しているとは限らない。上記の問題

の解決方法として適応度を計算する際の個体の

位置とは別に、ある特定の環境を複数個所定め、

そこにロボットを置いた時の直後の振る舞いで

部分木の意味を計算する手法を提案する。これ

によって部分木の意味を計算する際、ロボット

の置かれた状況が同一となり、部分木の類似性

を適切に評価できる。本実験では、5 つの状況

を設定し、実験を行っている。状況及び環境の

図を図２に示す。 

 
図１：各ロボットの動きの例 

 
図２：特定の状況の例 

IV. 実験及び考察 

本節では、徐々に大域探索から局所探索に重

点を移行させる SC、大域探索に重点を置く SC、

局所探索に重点を置く SC、GP の従来の交叉に

ついてどの程度探索性能に違いがあるかを検証

する。 

A. テスト問題 

実験に用いる問題として、ロボット壁沿い行動

最適化問題を用いる。実験は 8*8 マスの環境を

3000*64[ms]の間ロボットが動き、通過した壁際

のマスと壁際でないマスの数を使い適合度

fitness を求めるものになっている。適合度

fitness の計算式を式(3)に示す。 

twallfollownottwallfollowfitness _____15   

            nPRENATLY * (3)  

ここで、 twallfollow __ はロボットが通った壁

際のタイルの数、 twallfollownot ___ はロボ

ットが通った壁際でないタイル、 PENALTY は

ペナルティ係数、n はノードの数を表す。 

また、GP 特有のブロート現象の対策として、

ペナルティ係数を用いている。 

 



B. ロボット設定 

本実験ではプログラミングの実行環境として

ソフトウェア Webots を使用して実験を行った。

今回の使用するロボットは e-puck というロボッ

トである。このロボットは 8 個の赤外線センサ

ーと 2 つのホイールを持っており、木によって

出力された値によってロボットに動きを与える。

ロボットは左右のホイールに数値を入力するこ

とによって動く。赤外線センサーの値はロボッ

トが障害物に近くなれば値は大きくなり、遠く

なると値は小さくなる。ロボットの動いた軌跡

を用い適合度を計算している。 

GP における関数記号である非終端記号 24 個、

終端記号 6 個の計 30 個の関数記号を使用してい

る。非終端記号は、PS_{L,R}_{10,45,90,REAR} 

_{100,300,500}と記されており。記号名の左か

らセンサー名、センサーの左右の位置、センサ

ーの取り付けられている角度、閾値の値をそれ

ぞれ示している。例として PS_L_10_100 につい

て説明する。非終端記号である PS_L_10_100 は

左側 10°の位置にあるセンサーから入力された

値が、閾値である 100 を基準に小さいか大きい

か判断するというものである。理解しやすいよ

うに図３にセンサー位置と閾値を示す。 

 

図３：非終端記号の補足の図 

終端記号の各ノードの意味を以下に示す。 

また、[]の中身はホイールの回転速度を示す。 

0:FORWARD：[300､300]を与え、距離はホイール

の円周の 1/4の距離である。 

1:U_TURN：[150､-150]を与え時計周りに 180°

旋回する。 

2:LEFT_TURN：[-150,150]を与え反時計回りに

90°旋回する。 

3:RIGHT_TURN： [150,-150]を与え時計回りに

90°旋回する。 

4:LEFT_FORWARD：[100,150]を与え左前方に前進

する。ホイールの円周の 1/4 の距離を前進する。 

5:RIGHT_FORWARD：[150,100]を与え右前方に前

進する。ホイールの円周の 1/4 の距離を前進す

る。 

本実験では、部分木の意味を計算する必要が

あるが、その際に各終端記号の ID である 0~9 を

部分木の意味の計算に使用するのは適切ではな

い。もし FORWARD を 0、U_TURN を 1 として、

FORWARD と U_TURN 間の距離を計算すると 1 とな

る。RIGHT_FORWARD を 5 とした場合 FORWARD と

U_TURN の距離 1 が FORWARD と RIGHT_FORWARD の

距離 5 より近いからといって FORWARD と U_TURN

の方が類似しているわけではない。どちらかと

いうと FORWARD と RIGHT_FORWARD の方が類似性

は高いと思われる。本実験での部分木の意味の

類似性は行動の類似性である。ホイールの速度

の 値 の 類 似 性 な ら ば FORWARD[300:300] と

RIGHT_FORWARD[150:100] の 類 似 性 は

FORWARD[300:300]と U_TURN[150:-150]の類似性

より類似性が高くなる。よって本実験での部分

木の意味の計算にはホイールの回転速度の値を

使用する。 

C. 実験設定 

ロボット壁沿い行動最適化問題のパラメータ

を表Ⅰのように設定し実験を行った。 

表Ⅰ 

ロボット壁沿い行動最適化問題のパラメータ 
個体数 50 

世代数 51 

選択方法 トーナメント選択 

トーナメントサイズ 2 

エリート選択数 1 

交叉率 0.8 

突然変異率 0.2 

ペナルティ係数 0.000001 

初期個体集団の木構造の最大深さ 6 

突然変異に加わる木構造の最大深さ 2 

1 個体の実行時間 3000*64[ms] 

D. 考察 

表Ⅱにロボット壁沿い行動最適化問題におけ

る最良個体の適応度を示す。また、図 4 に 4 回

実行した平均の各世代における最適値の結果の

グラフ、図 5 に各世代の計算に用いられた部分

木の意味の距離の平均を示す。表Ⅱから、SC を

用いた交叉が従来の交叉を用いる GP よりも優良

な値を得ることができておりロボット壁沿い最

適化問題において有効なことが分かる。図 4 か

ら最も優良な値を獲得できたのは、徐々に大域

探索から局所探索へ重点を移行させる SC であっ

た。また、図 5 を見ると、常に大域探索に重点

を置く SC は大きい距離を交叉点として選択する

ことが多く、常に局所探索に重点を置く SC は小

さい距離の交叉点を選択することが多い。大域

探索から局所探索へ重点を移行させる SC は徐々

に大きい距離から小さい距離の交叉点を選択し

ている。このことから交叉の際に行われる交叉

点の選択の違いが出ていることが分かる。以下

それぞれの結果について考察する。 



常に大域探索の SC は、進化しない世代が多く

進化する時は大きく進化するという結果が出て

いる。理由として、交叉で部分木の意味の類似

性が低い木を選択する確率が高いことが考えら

れる。 

常に局所探索のみの SC は、進化が滞る世代が少

なく安定して進化するという結果が出ている。

理由として、部分木の意味の類似性が高い木を

選択する確率が高いことが考えられる。 

上記の二つを取り入れた SC は、初期に大きく

進化し、時間が経つと少しずつ進化していくと

いう結果が出ている。理由としては、初期は大

域探索で部分木の意味の類似性の低いものを選

択して解空間を広く探索し、中盤以降は局所探

索で部分木の意味の類似性の高いものを選択し

ているからだと考えられる。以上の点からこの

交叉は大域探索と局所探索の良い点を併せ持つ

と分かる。また、従来の GP の交叉は交叉点をラ

ンダムに指定して交叉を行っているので、探索

終盤になるとあと一歩のところで進化しにくく

なる傾向があると考えられる。 

また、エリート選択を行っているのにもかかわ

らず最良値が前世代より悪くなる現象について

は、ロボットが行動する際に出る誤差が原因と

考えられる。ロボットのセンサーは完璧に障害

物との距離を測れるわけではなく、常に±20 程

度の誤差が生じる。これが同じ木で評価するロ

ボットが動くにもかかわらず適合度が変動した

理由と考えられる。 

V. おわりに 

 本研究では類似性に基づいたロボットの壁沿

い行動最適化問題において GP の部分木の意味に

基づく交叉(SC)を適用するため、適応度計算と

は別にある特定の環境を複数個所定め、そこに

ロボットを置いた時の振る舞いで部分木の意味

の計算をする手法を提案した。ロボットにおけ

る壁沿い行動最適化問題での実験の結果、従来

の交叉より優れた解を探索することに成功した。

このことから Semantic Crossover はこれまで研

究された関数同定問題や even-5-parity 問題の

他にロボット壁沿い最適化問題においても従来

の交叉より優れた探索性能を持つことが明らか

になった。今後は、ロボット壁沿い行動最適化

問題においての大域、局所探索を制御するパラ

メータの最適値を求めることが課題である。 

 

 

 

表Ⅱ 
ロボット壁沿い行動最適化問題における最良個体の適応度 

大域探索と局所探索の Semantic Crossover 50.7 

大域探索を重視する Semantic Crossover 49.0 

局所探索を重視する Semantic Crossover 50.3 

従来の GPの交叉 48.2 

 

 
図４：平均の各世代における最適値の結果のグラフ 

 
図５：各世代で計算に用いた部分木の意味の距離の平均 
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