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Abstract—Genetic Programming (GP) is an evolutionary
method for generating tree structural programs. Normal subtree
crossover in GP randomly selects a crossover point in each
parent tree, and offspring are created by exchanging the selected
subtrees. In the subtree crossover, it is difficult to control the
global and local search because the similarity between the
subtrees is not considered. In this paper, we propose a new
crossover operation based on the semantic distance between the
subtrees. By using the semantic crossover, the global search can
be performed in the early stage of search, and the search property
can be shifted to the local search as the search proceeds. As
the results of experiments, the semantic crossover showed better
performance than the conventional crossover.

I. はじめに

遺伝的プログラミング（Genetic Programing,GP）[1,2]は
遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm,GA)[3]の拡張手法
である。GAと最も異なるのは個体表現として、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
を用いることである。木構造を用いることで、GAでは扱う
ことが難しかった関数やプログラムなど、構造表現を扱う
ことができる。

GPの部分木交叉では２つの個体から各部分木をランダム
に選んでペアを作るため、部分木同士の類似性が考慮され
ていない。そのため、局所解を脱出するための大域探索や、
解を微修正して改善できるように局所探索を行うことを意
図的に制御することができない。
本研究では、部分木交叉の際、２つの個体から各部分木

をランダムに選ぶのではなく、１つの個体からは部分木を
ランダムに選び、もう一方の個体においては、部分木の意
味 [4,5]として、全ての入力データにおける部分木の出力値
を用い、ベクトル間の距離で類似性を判定する。距離が大
きいものほど、選ばれた２つの部分木は異なる意味を持つ
ため類似性が低いことが分かる。また、距離が小さいもの
ほど、似た意味を持つため類似性が高いことが分かる。そ
の類似性に基づいた GPの部分木交叉 (Semantic Crossover)
を導入し、探索序盤では類似性の低いものを選択させるこ
とで大域探索を実行し、徐々に探索終盤に近づくに連れ、類
似性の高いものを選択させることで局所探索を実行する手
法を提案する。

本論文の構成は以下のとおりである。第 2節では部分木
の意味の類似性に基づく交叉の提案を行う。そして第 3節
では、実験内容と実験結果、考察を述べる。最後に第 4節
でまとめと今後の課題について述べる。

II. 提案手法

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、選ばれた２つ
の部分木を交換する。しかし、これでは局所解を脱出する
ための大域探索や、解を微修正して改善するための局所探
索を意図的に行うことが難しい。
本節では、この問題を解決するための新しい交叉方法

として Semantic Crossover を提案する。まずは、Semantic
Crossoverにとって最も重要な「部分木の意味」について説
明する。

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
として考えるものとする。
部分木の意味を考えることで、個体間の部分木の類似性

を調べることができる。類似性を調べる方法としては、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
の大きいものほど類似性が低く、距離の小さいものほど類
似性が高いことが分かる。これを GPの部分木交叉に導入
する手法を提案する。次に Semantic Crossoverと従来の交
叉のアルゴリズムの違いについて述べる。

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

GPの従来の交叉は選択により生き残った個体 Aと個体
Bの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、局所解を脱出するための
大域探索や、解を微修正することでより優れた解を探索す
る局所探索を制御することが難しい。
そこで、提案手法である Semantic Crossoverでは、まず

個体 Aの交叉点をランダムに選択する。そして、個体 Aの



選択された部分木の意味と、個体 Bの中の全てのノードに
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)を用いてユークリッド距離 dABj を計算している。

dABj =

√√√√ n∑
i=1

(semanticspA

i − semantics
pBj

i )2 (1)

ここで、semanticspA

i 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 semantics

pBj

i は個体 B
のノード jにおける第 i次元の値を表す。nは入力データの
数である。
扱う問題が even-n-parity問題のような論理関数の合成問

題の場合、距離の計算には、ハミング距離を用いる。
個体 Bにおける各部分木の意味の距離を求めた後、個体

Bの交叉点を選択するために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。
最後に個体Aと個体Bの交叉点において部分木交叉を行う。
しかしこれでは常に距離の大きいものが選ばれやすいた

め、類似性の低いものが最終世代まで選ばれ続けてしまう。
つまり、常に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ため、距離を dαとして
計算する。αの関数を式 (2)に示す。

α(t) = αmax + (−(αmax − αmin)/G) ∗ t (2)

ここで αminは αの最小値、αmaxは αの最大値、Gは最大
世代数、tは世代数を表す。例えばαmax = 2.0,αmin = −2.0
と設定し、αを世代とともに変化させると、初期世代では
距離 dの値は 2.0乗され、距離 dの大きかったものがより選
ばれやすくなる。また、徐々に αの値は減少していき、探
索終盤では dの値は−2.0乗されるため距離 d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
は類似性の高いものを選ぶことで局所探索を実行できる。

III. 実験及び考察

本節では、提案手法 Semantic Crossoverが、GPの従来の
交叉 Nomal Crossoverとどの程度探索性能に違いがあるの
かを実験し、考察する。テスト問題として、関数同定問題、
even-5-parity問題を用いて実験を行う。

A. テスト問題

1) 関数同定問題: 入出力データから元の関数を求める問
題であり、適合度 fitnessは式 (3)で表す。

fitness =
n∑

i=1

(f(xi) − g(xi))2 (3)

ここで、f(x)は求める問題の関数であり、g(x)はGPによっ
て生成された個体の出力である。また、xi(i = 1, 2, 3, ..., n)
は n個の入力データを表す。学習例を完全に再現する関数
が獲得されると、その解の適合度は 0となる。

2) even-5-parity問題: 各々が 0,1の 2つの値をとる入力
に対して、1の個数が偶数なら 0,奇数なら 1を出力する論
理関数を求める問題である。even-5-parityでは入力数が 5の
問題である。例えば、[10011]という入力の場合、1の個数
は 3つであり、奇数であるため、出力は 1となる。この問
題の適合度 fitnessの計算式を式 (4)に示す。

fitness = correct/25 (4)

入力数が 5のため全入力パターン数は 25 となり、correct
は GPによって作られた個体の出力と問題の出力が一致し
た個数を表す。学習例を完全に再現する個体が獲得される
と、その解の適合度は 1.0となる。

B. 実験

関数同定問題、even-5-parity問題のパラメータを表 I,表
IIのように設定し、実験を行った。関数同定問題に用いた関
数は f(x) = 11x2 +13x+17とする。本実験では、αmaxと
αminの値を変えることで、「大域探索を行う期間」と「局所
探索を行う期間」を調整し、どのように調整することで、よ
り優れた解を得ることが出来るか検証した。実験結果は、関
数同定問題については 30回試行の平均であり、even-5-parity
問題については 20回試行の平均である。
また、GP特有の現象であるブロート現象の対策として、

ペナルティ値をノード数に乗算し、その値だけ適合度を下
げる。ノード数が多い個体ほど適合度が下がるため、選択
の際に選ばれにくくなり、ノード数の小さいものが生き残
りやすくなる。そのため、指数的にノード数が増大するの
を防ぐことができる。
実験結果を表にまとめたものを表 III、表 IVに示す。これ

らの表で、[2.0 : −2.0]という表現は世代が進むごとに αが
2.0から−2.0まで徐々に減少することを表し、[0.0]は αが
0.0で固定であることを表す。α = 0.0のとき距離 dが全て 1
となり、ランダムに探索することになる。つまり、[0.0]は従
来の交叉を表す。[−2.0]、[2.0]ではαを−2.0、2.0で固定さ
せている。また、最適な αの値に設定したときの Semantic
Crossoverと Nomal Crossoverとの比較したものを図 1,図 2
に示す。

Semantic Crossoverは αの値によって大きく適合度が変
化する。前節でも説明したように Semantic Crossoverと従
来の交叉の最大の違いは交叉点を選ぶのに部分木間の距離
を用いることである。では実際に交叉点に選ばれた部分木
間の距離はどのようになっているのだろうか。各問題にお
いての最適な αの値のときの各世代における距離の変化を
図 3,図 4に示す。この図では、各世代における各交叉で実
際に交換された部分木間の距離の平均を表している。

C. 考察

実験結果より、関数同定問題において、最も優良な解を
獲得できた αの値は 2.0から世代が進むにつれ徐々に−1.0
へと変化していく [2.0:−1.0]だった。従来の交叉よりも優
良な解を得ることができていることから提案手法は有効で
あるといえる。[2.0:−1.0]のときに最適解が得られた理由と
して、今回の問題の関数である 11x2 + 13x + 17では、大
域探索を行う期間を長くし、局所探索を行う期間を短くす
ることで、局所解に陥ることを完全に防ぐことができ、な
おかつ、より優れた解を確実に獲得出来たのではないかと



表 I
関数同定問題のパラメータ

終端記号 x,1
非終端記号 +,−, ∗
入力 −1.0 <= x < 1.0 の乱数
入力数 20
個体数 100
世代数 1000
選択方法 トーナメント選択

トーナメントサイズ 2
エリート個体数　　　 1

交叉率 0.80
突然変異率 0.20
ペナルティ値 0.001

初期個体集団の木構造の最大深さ 4
突然変異により加わる木構造の最大深さ 2

表 II
EVEN-5-PARITY 問題のパラメータ

終端記号 D0, D1, D2, D3, D4

非終端記号 AND, OR, NAND, NOR
入力パターン数 32

個体数 100
世代数 5000
選択方法 トーナメント選択

トーナメントサイズ 2
エリート個体数　　　 1

交叉率 0.80
突然変異率 0.20
ペナルティ値 0.0001

初期個体集団の木構造の最大深さ 10
突然変異により加わる木構造の最大深さ 5

表 III
関数同定問題の実験結果

α の制御 fitness standarddeviation
[0.0] 1.173820 2.337797

[2.0:-2.0] 0.236707 0.346817
[1.0:-2.0] 0.265512 0.612948
[0.5:-2.0] 0.530615 1.576058
[3.0:-3.0] 0.171099 0.204947
[2.0:-3.0] 0.236529 0.278796
[4.0:-4.0] 0.850689 2.252125
[2.0:-1.0] 0.169073 0.157158
[2.1:-1.0] 0.624936 1.192330
[2.0:-0.9] 0.348953 0.423100

[2.0] 0.984222 1.709511
[1.0] 0.904376 1.638386
[-1.0] 1.134892 2.257099
[-2.0] 1.529107 2.115454

考えられる。関数の次数を増やす、または問題の関数を三
角関数など四則演算だけでは表現が難しい関数にするなど、
探索の難しい問題の設定を行った場合は、局所探索を行う
期間を長くする必要があるのではないかと考えられる。
また、図 3から分かるように、関数同定問題では生成さ

れた関数の取りうる値に制限がないため、各部分木間の距
離に差がでやすく、α乗することで容易に大域探索、局所
探索を制御でき、優良解を獲得出来たのだと考えられる。

even-5-parity問題において、最も優良な解を獲得できた
αの値は 2.0から世代が進むにつれ−1.8へと変化していく
[2.0:−1.8]だった。この問題においても従来の交叉より優良
な解を得ることができていることから、やはり従来の交叉

表 IV
EVEN-5-PARITY 問題の実験結果

α の制御 fitness standarddeviation
[0.0] 0.781613 0.075060

[2.0:-2.0] 0.819223 0.073564
[3.0:-3.0] 0.778972 0.077690
[4.0:-4.0] 0.756773 0.080157
[1.0:-1.0] 0.784223 0.087271
[2.0:-3.0] 0.789415 0.076679
[2.0:-1.8] 0.825240 0.083899
[1.8:-2.0] 0.768678 0.080630
[2.2:-1.8] 0.757088 0.055640
[2.0:-1.5] 0.767188 0.078109
[1.8:-1.8] 0.765110 0.089524
[2.0:-1.6] 0.759837 0.083858

[2.0] 0.784868 0.087340
[1.0] 0.763022 0.090510
[-1.0] 0.776037 0.068178
[-2.0] 0.827188 0.087340
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図 1. 関数同定問題における Nomal Crossover と Semantic Crossover の
適合度の比較
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図 2. even-5-parity 問題における Nomal Crossover と Semantic Crossover
の適合度の比較

よりも Semantic Crossoverは優れた探索性能を持っている
ことが分かる。関数同定問題とは違う αの値となった理由
は、この問題では関数同定問題に用いた問題と同様に αの
値を設定してしまうと、局所探索が不十分で、最適解が得
られないまま最終世代まで進んでしまうためであると考え
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図 3. 関数同定問題における Nomal Crossover と Semantic Crossover の
距離の比較
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図 4. even-5-parity 問題における Nomal Crossover と Semantic Crossover
の距離の比較

られる。このことから、それぞれ問題の探索の難易度によっ
て、αの値を変える必要があることが分かる。またどちら
の問題においても、[2.0]や [−2.0]のように αの値を固定す
ると、適合度は大幅に下がることが確認できたことから、α
が適合度に与える影響は高く、αの値を十分に調整する必
要があることがわかる。
また、図 4から even-5-parity問題では大域探索、局所探

索の特徴が、関数同定問題での結果に比べて、明確に現れ
ていないように思われる。その理由として、even-5-parity問
題は、関数同定問題に比べて、部分木の意味の距離が取り
うる値の幅が小さいため、明確な違いが現れにくく、Nomal
Crossoverとあまり大きな適合度の差が出なかったと考えら
れる。

IV. おわりに

本研究では、個体の各部分木がその部分木の親ノードに
出力する値を「部分木の意味」としてとらえ、部分木交叉の
際、２つの個体から各部分木をランダムに選ぶのではなく、
１つの個体からは部分木をランダムに選び、もう一方の個
体においては、全てのノードについて１つ目に選ばれた部
分木との距離を「部分木の意味」から求め、部分木間の類似
性を調べる。距離が大きいものほど選ばれた２つの部分木

は、異なる意味を持つため類似性が低い。また、距離が小さ
いものほど、同じ意味を持つため類似性が高い。このよう
な類似性に基づいた GPの部分木交叉 (Semantic Crossover)
を導入し、探索序盤では類似性の低いものを選択させるこ
とで大域探索を制御し、徐々に探索終盤に近づくに連れ、類
似性の高いものを選択させることで局所探索を制御する手
法を提案した。
実験では、αmax と αmin の値を変えることで、「大域探

索を行う期間」、「局所探索を行う期間」を調整し、どのよ
うに調整すればより優れた解を得ることが出来るのかにつ
いて検証した。実験の結果、関数同定問題と even-5-parity
問題のどちらも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は従来の交叉
よりも優れた探索性能を持つことが明らかになった。また、
それぞれ問題の探索の難易度によって、αの値を変える必
要があることが分かった。三角関数など四則演算だけでは
表現が難しい複雑な問題の場合、局所探索の期間を長くし、
最終世代までに最適解を獲得する必要があり、本実験で扱っ
た 11x2 +13x+17のような次数の少ない探索の容易な問題
の場合には、大域探索の期間を短くし、局所探索を長くし
てしまうと局所解に陥ってしまう可能性が高い。また、局
所探索を短くしても十分に最適解を得ることが可能である
ため、大域探索の期間を長くし、局所探索の期間を十分に
調整する必要がある。
今後の課題として、今回は２つの問題にしか取り組めな

かったため、より探索空間の大きい複雑な問題にも、Semantic
Crossoverを適用し、優良な解が得られるか検証する必要が
ある。また、αの制御は様々な値で実験したが、αの関数と
しては線形的に変化する式を用いた。今後は、より大域探
索、局所探索を制御するのに適した αの制御方法について
検討する必要がある。
本研究では部分木の意味を交叉に導入したが、交叉だけ

でなく突然変異に応用することも考えられる。突然変異に
おいては、突然変異木の候補木をランダムにいくつか生成
し、その各個体と突然変異点の部分木の意味の距離を計算
することで、部分木の意味の類似性に基づいた突然変異を
行うことが出来るのではないかと考えられる。
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