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Abstract— We propose a learning method for acquiring 

multiple tree structured patterns from tree structured data by 

using clustering and evolutionary method (Genetic 

Programming , GP). By clustering of positive data and running 

GP subprocesses on each cluster with negative data, we make a 

combined pattern which consists of best individuals in GP 

subprocesses.  

I. はじめに 

遺伝的プログラミング(GP)とは，遺伝的アルゴリズ
ムの遺伝子型を拡張し，構造的表現(木構造)を扱える
ようにしたものである．糖鎖は核酸(DNA)とタンパク
質に続く 3番目に重要な生体分子である．糖鎖データ
は木構造をしており，その構造の複雑さから糖鎖の機
能や解析は核酸やタンパク質ほど進んでいない．そこ
で，クラスタリングと遺伝的プログラミングを用いた
複合的木構造パターン獲得手法を糖鎖データからの構
造的特徴抽出に応用する． 

II. 準備 

A. タグ木パターン 

本研究では，木構造データの構造的特徴を表現する

ため，タグ木パターン[1]と呼ぶ木構造パターンを用い

る．タグ木パターンは，辺ラベルでデータを表現し，

任意の木を代入できる構造的変数を持つ．辺ラベルは

キーワードか特別な記号”?”(任意の辺ラベルに置き

換えることができるワイルドカード)である．変数を持

たないタグ木パターンを基礎タグ木パターンという． 

タグ木パターンの辺      と木の辺      について，

次の条件(1)または(2)を満たすときに，      が      

とマッチすると言う．(1)      の辺ラベルがキーワー

ドであれば，      の辺ラベルも同じキーワードであ

る．(2)      の辺ラベルがワイルドカードであれば

      の辺ラベルは任意でよい．基礎タグ木パターン

πが木 Tにマッチするとは，πと Tが同じ木構造を持

ち，πのすべての辺が対応する Tの辺とマッチすると

きにいう．タグ木パターンπが木Tにマッチするとは，

ある代入θがあって，πθが基礎タグ木パターンであ

り，πθが Tとマッチするときにいう．例として，図

1に，タグ木パターンπと木データ t1，t2，t3を示す．

タグ木パターンπは t1にマッチするが，t2，t3にはマ

ッチしない． 

本研究ではタグ木パターンの集合で構造的特徴を表
現する．これは，単一のタグ木パターンでは対象とす
る糖鎖データの構造的特徴を表現することが難しいた
めである．タグ木パターン集合のうちいずれか１つで
も木にマッチするならば、そのタグ木パターン集合は
木にマッチするという． 

 
図 1：タグ木パターンπと木データ t1，t2，t3 

B. 遺伝的プログラミングのオペレータ 

タグ木パターンに対するGPではオペレータとして，

交叉，突然変異，複製の中から確率的に 1つを選び，

次世代の個体を生成する．交叉の動作を以下に示す．

交叉は，部分木の取替えに相当する． 

 
図 2：交叉 
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III. 遺伝的プログラミングによるタグ木パターン

集合の発見 

タグ木パターン集合発見問題[2]とそれに対するアル
ゴリズムを以下に示す．  

入力：正事例と負事例からなる木構造データの有限集
合 D 

問題：GPにより，Dの多くの正事例にマッチし，負事
例にあまりマッチしないタグ木パターン集合 Π

を複合的木構造パターンとして発見する．  

1. Dの正事例集合 Pをクラスタリングにより，互い
に共通部分を持たない部分集合       に分割し，
それぞれに負事例を加え di(     )とする． 

2. diをもとに使用するキーワード集合を決定し，   

とする．初期集団Πiを kwiに含まれるキーワード
を辺ラベルとし，ランダムに生成したタグ木パタ
ーンの集合とする． 

3. 適合度関数を指標としΠiにGPを適用して得たタ
グ木パターンの集合をΠi’とする．  

4. Πi=Πi’として終了世代まで 3を繰り返す．終了し
たら，Πiで最も適合度の高いタグ木パターンをπi

とし，タグ木パターン集合 Π＝{π1,…,πc }を出力
する． 

IV. 適合度関数 

タグ木パターン集合発見問題では，それぞれのΠiに

対して GPを適用する際に，タグ木パターン  の適合度

fit(  )を設けている．適合度 fit(  )は支持度 sup(  )と具

体化度 spec(  )の値をもとに決定する．具体化度

spec(  )とは，タグ木パターン  がどれだけ具体的であ

るかを表す関数であり，支持度は sup(  )=(   が正事例

にマッチする割合+   が負事例にマッチしない割合)/2

の式で表わされる．また，得られたタグ木パターン集

合Πに対して評価関数である統合適合度，統合支持度，

統合具体化度を求め，これを評価に使用する． 
 

V. 実験 

A. 階層的クラスタリングによる分類 

主要な血液成分である，赤血球に関与する糖鎖デー
タ(正事例 164件，負事例 316件)を実験の対象とした．
糖鎖データの距離は木の編集距離[3]を用いた．まず，
多次元尺度法(MDS)を用い，赤血球に関する正事例で
ある糖鎖データの3次元空間上へのプロットを行った．
次に，6通りの階層的クラスタリングを行い，MDSの
結果も合わせ，最適なクラスタリング手法，及び分類
数を決定した．本実験では，ウォード法を採用し，正
事例の糖鎖データを 5つのクラスターに分類した． 
 

B. 実験 

正事例データを分類した場合，分類しない場合の実
験を各5試行行った． GPのパラメータは表1に示す． 

表 2は，5試行中の最良試行における最終世代のタ
グ木パターン集合 の評価値を示す．分類数 5の方が分
類数 1に比べて正事例のマッチ数がよい結果を示し，
各評価関数の値も高い．よって，分類することでより
特徴的なタグ木パターン集合を得ることができたとい
える． 

 

表 1  GPのパラメータ 

個体数 50 

複製確率 0.1 

交叉確率 0.5 

突然変異確率 0.4 

次世代個体の
選択方式 

ルーレット選択，トーナメント方式
(サイズ 4)，エリート保存(サイズ 3) 

最大世代数 200 

 

表 2 獲得した木構造パターン集合の評価値 

分類数 1(未分類) 5 

統合適合度 1.00 1.14 

統合支持度 0.73 0.80 

統合具体化度 0.27 0.34 

正事例と 

マッチする数 
88 123 

負事例と 

マッチしない数 
294 269 

 

VI. おわりに 

本研究では，クラスタリングとGPにより特徴的な
複合的木構造パターンを獲得する手法を提案した．そ
の結果，適合度関数や，クラスタリング手法及び分類
数を適切に与えることで，糖鎖データの構造的特徴を
表現できることがわかった． 
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