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Abstract— Differential Evolution (DE) is one of 

the evolutionary algorithms for continuous 
optimization. DE has been successfully applied to 
many problem domains, and also various 
modified variants have been designed. Among 
them, a DE-based tree discovering algorithm, 
called Tree-based DE, can optimize tree structure 
using a real valued vector. However, the 
dimension size becomes larger when the number 
of nodes or symbols is increased. In this paper, we 
propose Angle-based DE (AngleDE) in order to 
overcome the problem. In AngleDE, the 
non-terminal symbol and terminal symbol are 
assigned to the angle of the circle in advance. Each 
individual has a vector, which represents a full 
tree structure. The value of each component is 
regarded as the angle of the circle, and it is 
encoded to the corresponding symbol. This coding 
method can reduce the dimension size of 
individual. We compared AngleDE with TreeDE 
on several symbolic regression problems.  The 
simulation results indicated that AngleDE showed 
better results in both convergence times and 
accuracy of the solution. 

I. はじめに 

遺 伝 的 プ ロ グ ラ ミ ン グ (Genetic 
Programming:GP)[1]は，遺伝的アルゴリズム
(Genetic Algorithm:GA)[2]の遺伝子を構造的な表
現が扱えるように拡張したもので，プログラム生
成や学習，推論，概念形成などに応用することを
目的としている．GA において主に染色体は一次
元の配列によって表現されているが，GP は木構
造を用いる．木構造に対する GP オペレータとし
て，部分木を変更する突然変異や，部分木を取り
換える交叉を用いる．GP は GA と同様に，プロ
グラムの集団の優良な個体に対して，選択と遺伝
的操作の適用を繰り返すことにより進化を実現
する．集団としてみれば，より適したプログラム
が残っていき，最終的に目的のプログラムが獲得
される．木構造において，枝を持つノードの記号
を非終端記号(関数記号)といい，枝を持たないノ
ードの記号を終端記号という．GP では，終端記
号と非終端記号，適合度計算方法を与えることで
基本的にはGAと同じように遺伝的な探索が実現
可能である． 

一方，近年新しい進化的計算手法として
Differential Evolution(DE)[3]が提案されている．
DE は実数値関数最適化を対象とした探索手法で
あり，そのアルゴリズムの基本的な構造は GA と
似ているが，遺伝操作において各個体の差分ベク
トルを利用する点が異なる． 

DE はアルゴリズムが単純であることや探索性
能の良さから様々な分野で使用されており，
Tree-based Differential Evolution (TreeDE)[4] や
Linear Differential Evolutionary Programming 
(LDEP)[5]など DE により木構造プログラムを最
適化するための手法も提案されている．これらの
手法は，GP と同様に予め非終端・終端記号を定
義しておき，その割り当てを DE を用いて最適化
する手法である． 

TreeDE では，各個体は完全木を表現しており，
木の各ノードは記号の数と同じ次元数の実数値
ベクトルを持つ．各ノードのベクトルを結合し，
一次元配列で表現したものがDEの遺伝子型とな
る．遺伝子型から表現型となる木構造への変換は，
各ノードのベクトル要素の中で最大となる要素
に対応する記号を選択していくことで行う．
TreeDE では通常の DE の遺伝演算で木構造を最
適化できるが，この手法は記号の数が増えると次
元数が膨大な大きさになるという問題点がある． 

本研究では，この問題点を解決するために，各
ノードにおける記号の割り当てを単一の実数値
により行う手法を提案する．提案手法Angle-based 
Differential Evolution (AngleDE)では，各ノードは
円の角度に対応する一つの実数値を持ち，その角
度により，予め円に割り当てられている記号を決
定する．TreeDE は問題の記号の数の増加に応じ
て個体の次元数も増加するが，提案手法では記号
の数は次元数に影響せず，TreeDE と比べコンパ
クトな遺伝子表現が可能となる．また，提案手法
では扱う変数は角度となるため，通常の DE とは
異なる差分操作を導入する．関数同定問題を用い
TreeDE との比較を行い提案手法が効率的に木構
造プログラムを作成できることを示す． 

II. DIFFERENTIAL EVOLUTION 

DE は実数関数のための最適化手法である．個
体は実数値ベクトルで表現される．DE のアルゴ
リズムは以下の通りである． 



 

 

(1)ランダムに個体を生成し初期集団を構築 

(2)個体の適合度を計算 

(3)子個体の生成 

(a)           の選択 

(b)変異ベクトル の生成 

(c)変異ベクトルと親個体の交叉 

(4)置き換え 

(5)終了条件を満たしていなければ(3)に戻る 

DEの各個体      
    

      
  ，k=1,…,NPは，

問題の各次元における定義域内でランダムに初
期化される．ただし，D は問題の次元数であり，
NP は集団中の個体数である．次に，全 NP 個の
個体の適合度     を計算する．子個体の生成で
は，各々の個体  において，それぞれ一つずつ
子個体を生成する．DEにおける子個体の生成は，
親個体  と式(1)で生成される変異ベクトル を
遺伝子単位で交叉させることで行われる．パラメ
ータ F は，差分ベクトルの伸縮を意味するスケ
ーリングファクターである． 

                 (1) 

DE/rand/1/bin では，式(1)の           は条件
          のもとで全体からランダムに
選択され，交叉方法は 2 項交叉である．
DE/best/1/exp では，   を集団全体の中で適合度
が最良となる個体を選択し，交叉方法は指数交叉
である．本論文では，DE/rand/1/bin を用いる． 

III. TREE-BASED DIFFERENTIAL EVOLUTION 

従来手法の TreeDE は，木構造プログラムを最
適化する方法である．木は，非終端記号と終端記
号で構築される．非終端記号は，子ノードを持ち，
演算子や関数(+,sin)などに使用される．終端記号
は，子ノードを持たず，値(X,1)などに使用される．
最初に木の大きさを決め，木の各ノードに記号の
数分の次元を用意し，各ノードで最大の値を持つ
次元に割り当てられている記号を選択するとい
う手法である． 

TreeDE は，問題に対し，完全木のサイズを先
に決定する．次に，NP 個の完全木を作成するこ
とによって，集団を初期化する．個体の進化方法
は，通常の DE と同じように行われる． 

遺伝子型から表現型への変換方法は以下の通
りである． 

(1)深さ L で引数の数 A の完全木を用意する．Lは
ユーザーが設定し，A は問題によって決定される 

(2)終端記号，非終端記号からなる記号の数    
と(1)で用意した木のノード数      を掛けた値
の数だけ要素を持つベクトルを上限下限制約内
でランダムに生成 

(3)(2)で生成したベクトルを各ノードに幅優先探
索で    分ずつ割り当てる 

(4)実数値ベクトル(G-type)から木(P-type)への変
換 

(a)各ノードの記号は，(3)で割り当てられたベ
クトル要素の最大値に相当する記号を選択 

(b)ベクトルの要素の最大値が同じものが複数
あった場合，早い番号を割り当てられた記号を選
択 

(c)葉ノード以外の場所に終端記号がきた場合
は，そのノードより深い部分にあるノードは無視
する 

(d)葉ノードでは，終端記号の中で最大値をとる
記号を選択 

図 1． G-typeから P-typeへの変換図 

図1にG-typeからP-typeへの変換の例を示す．
使用する記号は非終端記号{+, }，終端記号{X,1}
とする．L は 2 とし，非終端記号はいずれも 2 引
数の演算子なので，A は 2 とする．個体の次元数
は，    *      で計算することができ，ここで
は    =4，      =7 なので，次元数は 4*7=28 と
なり，28 個の要素を持つベクトルをランダムに生
成する．ルートノードでは，最大値 5 が+と の
時に出ているが，先に出ている+が優先される．
ルートノードの 2 番目の子ノードでは，終端記号
X がきているので，このノード以下の部分は無視
する．一番左の葉ノードでは，5 が最大値だが，
葉ノードなので終端記号で最大値のものを選択
するので 2 の終端記号 X となる． 

IV. ANGLE-BASED DIFFERENTIAL EVOLUTION 

提案手法の AngleDE は，最初に木の大きさを
決め，木の各ノードに 1つずつ値を用意する．各
ノードの値は円の角度に相当し，その角度により
円に割り当てられている記号を選択するという
手法である．ベクトルの要素が 360°を超えた場
合や，負の角度になった場合，例えば 370°のベ
クトルの要素が出た時，10°として処理を行うの
で，上限下限を設定する必要はない．処理は 10°
として行うが，ベクトルの要素自体を 10°に変更
することはしない． 



 

 

AngleDE は，個体の進化方法は通常の DE と同
様であるが，変異ベクトルの計算式は式(2)，式(3)
のように変更する． 

           %360 (2) 

                (3) 

(a)F=1 の場合   (b)F=0.5 の場合 

図 2．       =20°の場合の差分ベクトルを
直接用いた図 

 

(a)F=1 の場合   (b)F=0.5 の場合 

図 3．       =380°の場合の差分ベクトル
を直接用いた図 

 

その理由は，通常の計算式(1)を利用すると，
図 2 と図 3 に示すように，得られた差分が 20°と
380°だった場合，円上ではどちらも動く距離は
等しいが，スケーリングファクターの値が 1 以外
だと，変異の度合いが異なる．よって，差分を
360°で割った余りにスケーリングファクターを
掛ける計算式に変更した． 

以上より，遺伝子型から表現型への変換方法は
以下の手順で行う． 

(1)360°を    で割って，割った角度にそれぞれ
記号を割り当てる．葉ノードのみ，360°を終端
記号の数で割って，割り当てる 

(2)深さ L で引数 A の完全木を用意，L はユーザ
ーが設定し，A は問題によって決定される 

(3)(2)で用意した木のノード数      分の要素を
持つベクトルを，各要素 0～360 の間でランダム
に生成 

(4)(3)で生成したベクトルの要素を各ノードに割
り当てる 

(5)各ノードの記号は，先ほど割り当てられたベク
トルの要素を角度として，その角度に割り当てら
れている記号を選択 

 図 4．G-type から P-type への変換図 

図4にG-typeからP-typeへの変換の例を示す．
使用する記号は非終端記号{+, }，終端記号{X,1}
とする．L は 2 とし，非終端記号はいずれも 2 引
数の演算子なので，A は 2 とする．図 4 の(a)は，
360°を終端・非終端記号の数の合計で割った
90°でそれぞれの角度に記号を割り当てている．
図 4の(b)は，360°を終端記号の数で割った 180°
でそれぞれの角度に記号を割り当てている．DE
個体の次元数は，      と同じである．      =7
なので，次元数は 7 となり，7 個の要素を持つベ
クトルを生成する．ルートノードでは，値 100 な
ので，図 4 の(a)より，100°の位置にある を選
択する．一番右の葉ノードでは，終端記号で，値
が 100 なので，図 4 の(b)より，100°の位置にあ
る X を選択する． 

従来手法と比較すると，TreeDE では次元数が
28 であるのに対して，AngleDE の次元数は 7 で
あり，次元数は大幅に減少している． 

V. 実験設定と結果 

関数同定問題で実験を行い，適合度は式(4)とし
て求めた．      は目的関数で，     は DE 個体
が表す関数である．また，最適解は適合度が 0 で
ある． 

       =∑                (4) 

以下の5つのベンチーマーク関数で実験を行い，
パラメータは表 1 とした． 

･           

･              

･                 

･            

･               

 

 



 

 

表 1．パラメータ設定 

 

表 2．実験結果 1 

 

表 3．実験結果 2 

  

 表 2，3 に実験結果をまとめた．表 2 より，次
元数が減っていることにより，全ての関数で実行
時間は AngleDEの方が短くなっている．しかし，
平均適合度には差はみられなかった．表 3 より，
記号数の増加や複雑な問題になった場合，TreeDE
と比較すると AngleDE は次元数が一定なので，
TreeDE の平均適合度の精度を上回っており，効
率よく最適化できていることがわかる． 

VI. おわりに 

本研究では，Differential Evolution を利用した木
構造プログラムの自動生成手法である Tree-based 
Differential Evolution を改良した，探索空間の次元
数を大幅に減らすことのできる Angle-based 
Differential Evolution を提案した．AngleDE と
TreeDE の性能を比較するために，関数同定問題
で平均適合度や実行時間にどのような変化が表
れるのか実験を行い確認した． 

実験の結果は，     のような比較的簡単な問
題で，記号の数が 4 と少ない場合だと TreeDE も
AngleDE も精度には大きな差は確認できなかっ
た．その原因としては，記号の数が少ないので，
次元数に大幅な差がなかったことがあげられる．
次に，  のような難しい問題で，記号の数が 5 の
場合だと，AngleDE が平均適合度や実行時間の面
で TreeDE の性能を大きく上回るという結果にな
った．結論としては，AngleDE の方が大規模な問
題に対応でき，また実行時間も短縮できた． 

今後の課題としては，TreeDE や AngleDE では
初めにユーザーが木の大きさを決めなければな
らないが，この方法では解の表現に木のサイズが
不足する場合や逆にサイズが大き過ぎて探索効
率が悪化する場合が考えられる．GP のように進
化の過程で動的に木のサイズが変化していくよ
うな方法についても検討したい． 
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