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もったいぶってきたが、いよいよこの閃数を紹介する。次のhiddenfunctionをgp・pyに付け加えよ

う。

defhiddenfunction(x,y)：
ｒｅｔｕｍｘ**Z+2*y+ﾖ*x+５

あなたが生成したプログラムをテストするデータセットを作るため、この関数を仙う･このデータ

セットを作るためのbuildhiddenSetという関数を付け加えよう。

defbUildhidden5etO：

row5=[］

ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(Zoo)：

ｘ霊randint(0,40）

ｙ=randint(0,40）

rol‘１５.append([x,y,hiddenfunction(x,y)]）
retumrONS

Pythonのセッションでデータセットを作り上げるためにこれを使ってみよう。

>”reload(gP）
<module’9P･ｆｒｏｍ・gP.Py，＞

>>＞hidden5et=gp･buildhiddenset(）

もちろん、あなたはこのデータセットを生成するために利川された関数を知っているが、拠際のテス

トではこの関数を知らない状態で遺伝的アルゴリズムがこれを再柵築できるかどうかテストする。

11.4.2成功の度合いを計測する

般適化のときのように、解決法がどの程鹿よいものであるかを川測する手段を碁える必喫がある。

この場合、あなたは数字を出力するプログラムをテストしていくため、簡単なやり方としてはデータ

セットがどれくらい派答に近いかを確認するとよい。scorefunctionをgp･pyに付け加えよう。
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defSCorefunction(tree,5)：
。if=Ｏ

ｆｏｒｄａｔａｉｎＳ：

ｖ=tree､evaluate([data[o],data[1]]）
ｄif+=abS(v-data[2)）

returndif

このlMl数はデータセット111のすべての行を側数に渡してIMI散からの出力を訓･算し、実際の紬果と比

較することでチェックを行う。すべての差を足し合わせ、よ')低い値であれば、よりよいプログラムで

あると見なす－返される値が0であれば、すべて砿答だったということになる。PythOnのセッショ

ンであなたが唯成したプログラムをテストしてみよう。

>>＞reload(gp）
<Inodule・gp,ｆｒｏｍ･gp･pyo＞

>>＞ｇＰ･sEorefunEticn(randomZ,hidden5et）
137646

>>＞ｇＰ･scorefuncticn(randomﾕ,hiddenset）
125489

あなたはまだ少数のプログラムしか生成しておらず、しかもまったくランダムに生成しているため、

そのうちの－．つが11;答であるという確率はあり得ないほど小きい（もしあなたのプログラムの一つがiIi

しい間数であったならば、今すぐ本神を閉じて、′髄くじをⅢいに行くことをお勧めする)。しかし、こ

れであなたは散学的関数の刷りに対してプログラムがどの税晩うまくやれているかを叫べる手段を手

にしたことになる。これは次の世代のプログラムを遊ぶために非常にjK要である。

11.5プログラムの突然変異

妓適なプログラムたちが遊ばれた後、それらは次の１t代のために裡製され、改造される必嬰がある。

先ほど触れたように突然変異とは一つのプログラムを受け取り、それをほんの少し変更するということ

である。このツリープログラムは、ノードの関数を変史したり、その枝を変更するなど、さまざまなや

り方で変史することができる。例えば必要な-ｆノードの政を変える凹数は、図11-3のように枝をinし

たり、断たな枝を付け加えたりする。

突然変異の別のやりかたとしては図11-4のようにサブツリーをまるごと新しいものに変更するやり

方がある。

突然変異は拠行しすぎてはいけない。たとえばツリーの大多数のノードを突然変異させてはいけな

い。そうならないようにノードが変わる確率を比鮫的小さく役定するとよい。ツリーのトップから始め

ていき、ランダムに選んだ数字がその確率より小さい珊合にノードを先ほど紹介した方法のどれかに

従って変更する｡小さくない聯合にはその子ノードたちに対してテストを実行していく。
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図１１．３ノードの関数を変更することによる突然変更

物耶をシンプルに保つために、ここで紹介するコードは２番目のやり方でのみ突然変異を行う。この

操作を行うmutateという称､の間数を所たに作ろう。

defmutate(t,ＰＣ,probEhange=0.1)：

ｉｆrandom()<pmbにhange：
returnInakerandomtree(pc）

else：

result=deepCopy(t）
ifhasattr(t,"child】ren")：

result・children=[mutate(c,pc,probchange）ｆｏｒｃｉｎｔ,children］
returnreSult

この関数はツリーのトップから順併に、そのノードが蛮虹されるべきかどうかチェックする。もしそ

のノードを変史すべきでなければmutateをツリーの-fノードに対して呼び出す。ツリー全体が突然変

異する叩能性もあるし、ツリーがまったく変虹されない可能性もある。
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図１１．４サブツリーを腫換することによる突然変異

>>＞randomZ・displayO
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>>＞muttree=gP･mutate(randDm2,2）
>>＞muttree･display(）
subtract
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11.6交叉(Crossover）１２８５

ツリーを変異させた後、ScorefunCtionの紬果が、よい方Ｉｉｌｌ、魁い方向のいずれかに大きく変化し

ているか見てみよう。

>>＞ｇｐ･scorefunEtion(random2,hiddenset）
ﾕ25489

>>＞ｇｐ･scorefunction(Inuttree,hidden5et）
ﾕ25479

突然変異はランダムに発生するもので、必ずしもlfi接解決法を改善するものではないということを覚

えておこう。蝋にどれかの結果が改捗されることを期待して行われている．この変災は何世代かにわ

たって続けられ、結局はベストな解決砿が発見される。

11.6交叉(Crossover）

プログラムを変更する他のタイプのやり方として、交叉や交配がある。これは二つの成功しているプ

ログラムを受け取って、それらを組み合わせて斬しいプログラムを作るやり方であり、通常はIi:いの枝

を交換することで実現する。図11-5に動作例をi,(している。

交叉を実行する関数は三つのツリーを入力として受け取り、両肴を横断して下っていく。ランダムに

週ばれたしきい仙に連すると、関数は、一紺－１のツリーの一部分を二冊Ⅱのツリーの枝で拙き換えたツ

リーを返す。Ｉｌｆｌｊ方のツリーを･度に枇断して綱くることにより、交叉はそれぞれのツリーに対してl‘jIじ

レベルで実行される。次のCro5soverIMI数をgp・Pyに付け加えよう･

defcrossover(tﾕ,t2,pmb5wap=0.7,topニユ)：

ｉｆrandom()<prob5wapandnottop：

returndeepEopy(t2）
else：

re5ult=deepcopy(tﾕ）
ifhasattr(t1,,children,）andhasattr(t2,'children‘)：

result・children={crossover(c,Choice(t2.children),pmbswap,O）
ｆｏｒｃｉｎｔｌ､children］

ランダムに生成したプログラムに対して交叉を災行してみて、交叉後はどのようになっているか凡て

みよう。そして、二つのベストなプログラムたちに対して交叉を行った結果、よりよいプログラムが生

成できているかどうか確認してみよう。
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>>＞random2=gpmnk､rnndomtree(2)
>>＞random2.diSp1ay(）
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>>＞Ero5s=gp・crossover(random1,random2,top宮o）
>>＞仁ros5・disP1ay(）
multiPly
Subtract

po
８

２

11.7環境を作り上げる１２８７

枝の交換により、プログラムの結果が極端に変わることもあることに多分気づくことだろう。また、

プログラムは正符に非常に近くなることもあることにも気づくかもしれない。合成することにより、ど

ちらの先祖ともまったく典なる紬果が生み川される。交叉は解決法が改善されることと、それが後の世

代でもほぼ保たれることが期待されて行われる。

11.7環境を作り上げる

成功の腿合いも測定可能だし、上位のプログラムたちを変更する方法も二つ身に付けた。これでプ

ログラムが進化するような競争的な現境をセットアップする地備ができたといえる。このステップにつ

いては図11-1のフローチャートに示してある。流れとしては、プログラムの巣合をランダムに作りｋ

げ、その中から複製や変更をするためによいものたちを逆択する。このプロセスを停止条件に述する

まで織り返す。

この過程を実行するためのevolveという関数を新たに作ろう。

defevolve(pに,popSize,rankfunction,maxgen=500,
mutationratesO､1,breedingrate雲0.4,pexp童0.7,pnew童0.05)：

＃ランダムな低い数値を返す。Pexpが低ければ低いほど得られる数値は小さくなる

defSeleCtindex()：

returnint(log(random())/log(Pexp)）

＃初期薬団をランダムに作り上げる

population雲【makerandomtree(ＰＣ）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(popsize)］
foriinrange(maxgen)：
Scores．rankfunction(population）
print5Eore5IoⅡ0］
if5cores[olIo〕＝o：break

＃上位２つは無条件に採用

newpop=[Score5Io】【1],scores[1Ⅱ1】］

＃次世代を作る

whilelen(newpop)<popsize：

ｉｆrandom()>pnew：



cro5Sover(scoresISelectindex()Ⅱ１１，

scores[Selectindex()]１１]，

probswap=breedingrate)，

Ｐに,Probchange=mutationrate)）
else：

＃ランダムなノードを混ぜる

newpop･aPPend(makerandomtree(pに)）

population二newpop

scores[o][ﾕ１.di5play(）
returnscore5[Ｃｌ[1］

プログラムの進化を姑めるIiiIにscorefunctionの紬果を鵬にプログラムをランク付けする手段が必

要である。ｇＰ･Pyの中に与えられたデータセットのランキングを行う関数を返すgetrankfunctionを付

け加えよう。

newpop・aPPend(mutate（

２８８１１１章進化する知性

rankfunction

プログラムのリストに対してⅢいられ、ベストからワーストの順にランク付けするIMI数。

mutationrate

突然変異を起こす確率。mutateに渡される。

breedingrate

交叉を行う硫率。cmssoverに渡される。

popsize

初期集川のサイズ。

probexp

ランクの低いプログラムが遊ばれない確率。仙が間ければ商いほど、避択は厳格なものとなり、

ランクの尚いもののみが似製のために逆ばれるようになる。

Probnew

新たな果閲を作るとき、充令に新しいランダムなプログラムが作られる確率。probexpとprobnew

については次の｢11.7.1多械性の火DIIき｣でさらに検討していく。

この側数は初則の巣Ⅲをランダムに作る。そしてmaxgenのlUl数ループを行い、ループのたびに

rankfunctionを呼び川し、プログラムをベストからワーストの順にランク付けする。もっともよいプロ

グラムは同動的に次の世代へ渡される。これはエリート｣§義と呼ばれることがある。残りの次の世代の

ものは、ランキングのトップに近いプログラムたちをランダムに選び、交配や突然変異を行って構築す

る。この過栂はプログラムが０という充蛎なスコアを持つか､maxgenの1,1散に逆するまで繰り返される。

この間政は、環境のさまざまな面をコントロールするために用いられるパラメータをいくつか持って

いる。次のようなものである。
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defgetrankfunction(dataset)：

defrankfunction(population)：

SEore5雪[(scorefunction(t,dataset),t）fortinpopulation］
sCores・sort(）
return5Eores

retUrnrankfunction

これで散学的なデータセットの数式を炎現するプログラムを自動的に作る準備ができた。Pythonの
セッションで試してみよう。

>>＞reload(gp）
”＞ｒｆ画gp･getrankfunction(gp･buildhidden5et<)）

>>＞ｇｐ・evolve(Z,500,rf,mutationrate雲0.2,breedingrate=０.ﾕ,PexP=o､7,Pnew害O･ﾕ）
ﾕ6749

10674

5429

3090

49ユ

ユ5ユ

ユ里

O

add

nlultiPly

po
add

２

Ｐｏ
ａｄｄ

ａｄｄ

ｐｏ

４

ａｄｄ

ｐｌ

ａｄｄ

Ｐ１

ｉ５ｇｒｅａｔｅｒ
ｌＯ

５

数値の変化はゆるやかだが、妓終的には０に達するまで減少して行っている。面白いことに、ここで

表示されている解決法はすべてiI：解ではあるが、データセットを櫛築する際に使った関数よりも少し裡

雑である(あなたが生成した解決法も、あるべきものより多少複雑になっているだろう)。しかし、ちょっ

とした代数を用いると、これらの側散はまったくIIilじものであるということはわかる－pOがＸでＰ１

がＹであることを思い出してほしい。以下の餓初の行に表示している数式がこのツリーによって衣現さ

れた間数である。
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（X*(2+X))｡X+4Ｗ+Y+(１０>5）
＝２*X+X車X+X+4+Y+Y+１

＝Ｘ**２＋３*Ｘ＋２本Ｙ＋５

このことは遺伝的プログラミングのある重要な核心をついている。つまI)、解決法は皿解であったり、

非常によいものであるかもしれないが、それらが作られる方法のおかげで、人IHlのプログラマーが没

‘|･できるようなものより、過かに複雑になるということである。ツリーの中には、まったく何もしない

プログラムや、征回Ⅲじ値を返すだけの、非常に複雑な数式の部分が政多く存在する。先ほどの例に

はﾕo<5というノードがあるが、これは単に１を妙な感じで表現しているだけのものである。

プログラムを熊珊欠理シンプルに保つこともできるが、多くの珊合、よい解決法を発兄する妨げと

なってしまう。このlHI題への対餓としては、プログラムを逆化させてよい解決法を発兄した後にツリー

の不饗な部分を取り除いてシンプルにするやり方がある。これは手肋でやることもできるし、枝刈アル

ゴリズムを用いて自動的に行うこともできるだろう。

11.7.1多様性の大事さ

evolve間数の-部はプログラムをベストからワーストの叩でランク付けするため、プログラムのトッ

プの二つか三つだけを対象に新しい集団のために裡製をしたり、変史をしたいという諦惑にかられる

だろう。結局の所、もっともよいものだけを利用するということをしない理由は何だろうか？

ここでのIⅢ題は、上位のいくつかの解決錐だけを手早く選んでしまうと、典剛が非常に均一なものに

なってしまい、すべての解決鋪は中々よいものではあるが、交叉による変化が小さいので、大きく変化

しないものになってしまうというものだ。この川越は局所最大に運するとよばれる。この状態では、変

化が小さく結果の改蒋が小さくなってしまうので、なかなかよいところまでは行くが、十分によい状態

にまでは逮しなくなってしまう。

もっともよい解決法たちと、非常に多くのほどほどによい解決法を保持していると、よりよい結果を

柳きだすということが分かっている。このためにevolveIM1数は、逸択の過椛で多槻性の品をチューニ

ングするためのパラメータをいくつか持っている。probexpの値を小さくすることで、プロセスを｢もっ

とも適合したものを生存させる」から「もっとも適合したものとラッキーなものを唯き残らせる」に変更

することになり、弱い解決法が鎧終的な結果になるのをより許すことになる。probnewの航を卿やすこ

とで、時々はまったく新しいプログラムを付け加えることを杵すことになる．この両方の値は進化の過

税での多械性のiitを期やすことにはなるが、もっとも鵬いプログラムたちは結冊は‘肘に淘汰されるの

で、邪職しすぎるということはない。

11.8シンプルなゲーム

過伝的プログラミングの扱える問題のうち、さらに興味深いものとして、ケームのＡＩを作るという

ものがある。プログラム同士競争をさせたり、人間と競争させて、勝ったものを坐に次の世代を作るこ
’
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とで強Ijll的にプログラムを進化きせることができる。このセクションでは図11-6にlﾘWボしているＧｒｉｄ

Warという湖jのシンプルなケームのシミュレータを作っていく。

図１１．６ＧｒｉｄWarの例
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このケームには交互に格子の上を動く二人のプレイヤーが存在する。それぞれのプレイヤーは四つ

の方向のうちの一つに向かって移動することができる。ボードには限りがあり、プレイヤーがはみ川た

場所へ移動しようとするとそのターンは没収される。ケームの目的は、あなたのターン時に棚手のプレ

イヤーと同じ升月に移動して、柵下をhli捉することである。その他の制限耶頂は、行のIiilじﾉj,;1,に２

度進もうと拭みると自動的に負けになってしまうというものだけである。このケームはjli純ではあるが、

望人のプレイヤーを互いに競争させるものであるため、あなたは進化における雌争的な側1mについて

体験することができる。

まずは:人のプレイヤーを利〃Ｉして彼らのケームのシミュレートを行う間数を作る。この側数はプレ

イヤーと相手の位世をそれぞれのプログラムに、直前の動きとともに交互に渡し、プログラムから返さ

れた値を｢移動｣として受け取る．

この「移動｣は、四つの移動可能な方向の一つを意味する０から３の間の数である必要があるが、プ

ログラムはランダムに生成されるため、返される整数の範州には制限がない。そのため、この凹数は０

から３の範囲以外の数についても扱える必喫がある。このためには納果に４の剰余を適川する。ランダ

ムなプログラムは円を描くように移動するプレイヤーを作ってしまうこともよくあるため、移動の同数

は50何に制限し、それを超えると引き分けとする。

次のgridgameをgp.pyに付け加えよう。

defgridgame(p)：
＃ボードのサイズ

ｍａｘｓ(ﾖ,３）
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＃それぞれのプレイヤーの般後の動きを配他

lastmove｡[-ﾕ,-11

＃プレイヤーの位迩を記憶

location雲[[randint(0,max[O]),randint(０，ｍx[1])]］

＃２番目のプレイヤーと最初のプレイヤーの距離を十分に取る

location､append([(locationIOl[０１+2)%4,(l0cationIO1【１１+2)%4]）

＃５０回動いたら引き分け

foroinrange(50)：

＃それぞれのプレイヤーの分繰り返す

foriinrange(2)：
loc5=location[iⅡ:]+location[ﾕーi〕[:］

loc5・append(lastmove[i]）
move=p[i]・evaluate(locs)%４

＃行内の同じ方向へ２回移動すると負け

ifla5tmove[i]＝move：return1-i

laStmoveIil豆move
ifmove==ｏ：

locationIiⅡol-e1
＃ボードの制限

iflocationIi]【0]<O：１oEation[i][O]=O
ifmove==1：

location{iⅡo]+=１
iflocation[i][o]>max[o]：location【iⅡo]=max【o］

ｉｆmove==2：

locationIiⅡﾕ]-=１

iflocation[i][1]<o：location[i][1]=o
ifmove＝3：

location(ilI1]+o1

iflocation[i][11>max[ﾕ]：location[i]【１１=max[1］

＃他のプレイヤーを捕まえたら勝利

iflocation[i】==1ocation[1-i]：retumi
return-ユ

このプログラムはプレイヤー１が勝ったj吻合には０を返し、プレイヤー２が勝った柵合は１を返す。

そして引き分けの場合には-1を返す。ランダムなプログラムをいくつか生成し、それらに雌わせるこ

とができる。

”＞reload(gp）
<module･ｇｐ，ｆｒｏｍ,gp､py，＞
>>＞ｐﾕーgp･makerandomtree(5)

>>＞Ｐ２=gP･makerandomtree(5)

>>＞ｇＰ･gridgame([P1,P２１）
ユ



11.8シンプルなケーム’２９３

このプログラムたちはまったく進化していないため、多分、行内の同じ〃Iiljにも庇移動してしまい負

けていると思われる。即想どおりに進化したプログラムであればそのようなことはしないはずだ。

11.8.1ラウンドロビントーナメント

築合知という観点から、あなたはプログラムを実際の人と対職させることで適合庇をテストして進化

させたいと思うだろう。これは数千の人々 の動きを捉え、それをインテリジェントなプログラムへ発鵬

させるために利用するためのすばらしいやり方である。しかし、巨大な災卜jlや多くの仙代を使った珊合

には、進化するまでには数万ケームが必要となってしまうため、ほとんどのケームは非粥に弱い相手

との対戦になってしまう．これは我々 のⅡ的を考えると現史的ではないため、雌初はプログラム同Ｉ:を

トーナメント形式でお互いに艇和させて進化させよう･

次のtoumament関数はプレイヤーたちのリスI､を人ﾉjとして受け取り、それぞれをすべてのプレイ

ヤーと鐘い合わせ、それぞれのプログラムがケームに何度負けたかを組録する。プログラムはケーム

に負けると２点が加算され、引き分けであれば1点が加算される。このtoumamentをgp･pyに付け加
えよう。

deftoumament(pl)：
＃負けの回数

los5e5=【ｏｆｏｒＰｉｎＰｌ］

＃すべてのプレイヤーは自分以外のすべてのプレイヤーと対戦

foriinrange(len(Pl))：

ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(len(Pl))：
ｉｆｉｓｓｊ：continue

＃勝者は誰？

Hinner=gridgame(IPl[i],Plb]]）

＃負けは２ポイント、引き分けは１ポイント

ｉｆwinner==Ｏ：

losses【j]+=２
elifwinner==1：

losses{i]+=２
elifwinner＝-1：

lo55es〔il+･’

・los5esIjl+=’
Pas５

＃結果をソートして返す

z=ziP(lo5se5,Pl）
z・sortO

returnz
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このINI数の瞳後では、もっとも負けの少なかったプログラムがトップにくるようにソートきれてリ

ターンされる。これはプログラムをi1,1i価するためのevolveで必要としていた瓜I)型であるため、これ

でプログラムにケームをプレイさせて進化させることができる。Pythonセッションで試してみように

れは多少時間がかかる)。

>>＞reload(gp）

<mOdUle，ｇＰｏｆｍｍ・gP･Pyo＞

>>＞winner雲gp・evolve(5,1o0,9p・tournament,maxgen=50）

プログラムの進化の過穏で、この負けの数は数学的な関数の時のようにはっきりと減っていくもので

はないということに注Ⅱしよう。このことについては少しじっくりと碁えてほしい－－総ﾊjはベストな

プレーヤーは術に次の世代に行くことが､:される。次１１t代は完全に新しく進化したプログラムたちで

榔成されているため、ある世代でベストだったプログラムが次世代では非常に想いプログラムとなるこ

とがある。

11.8.2実際の人間とプレイしてみる

ロボットの岨争朴呼に対してうまく動作するようプログラムが進化した後は、いよいよあなた自身で

戦ってみる時だ。そのためにはボードをユーザに対して表示し、どこに移動するか尋ねて評価するメ

ソッドを持ったクラスを作る必要がある。次のhumanplayerクラスをgp・pyに付け加えよう。

ClaS5humanPlayer：

defevaluate(Selof,board)：

＃自分の位置と相手の位廻を取得

mestuple(board【0:２１）
others雪[tuple(board[x:x+２１）ｆｏｒｘｉｎｒａｎｇｅ(2,1e､(boar｡)-1,2)］

＃ボードの表示

foriinrange(4)：
ｆｏｒｊｉｎｒａｎｇｅ(4)：

ｉｆ（i,j)s雪me：

Print’０'，

ｅｌｉｆ（i,j）ｉｎothers：

Print，Ｘ，，
ｅｌｓｅ：

Print０．０，

Print

＃参照用に移動を衷示

Print’あなたの先ほどの移動は%dでした‘％board[len(board)-ﾕ）
Print，Oo

Print’２ョ’



Print’１，

Print，移動先を入力：,，

＃ユーザの入力を返す

move=int(rawLinput()）
returnｍｏｖｅ

11ｇさらなる可能性１２９５

Pythonのセッション中で自分が作ったプログラムと勝負してみることができる。

>>＞エeload(gp）

<moduleogP,fromo8p･py,＞

>>＞即､grid8ame([winner,gp・humanplayer()】）
、０．．

●●ｅｅ

．．．Ｘ

あなたの先ほどの移動は－１でした

０

２３

ユ

移､力先を入力：

あなたのプログラムがどの税度うまく進化したかによって、プログラムに勝つのが難しかったり、mi

Iiiだったりする。あなたのプログラムは、Iiilじ行に二渡進むと即死してしまうので、これをやってはい

けないということについてはほぼ確実に学習していることだとは思うが、他の戦略についてどの程度学

評しているかについては、evolveを走らせるたびに毎IljI異なる。

11.９さらなる可能性

本章は非柑に広大で急速に進化し続けている分野である遺伝的プログラミングについての紹介に過

ぎない。あなたは敬日ではなく、数分でプログラムが普けるようなシンプルなＩＭＩ題に対してアプローチ

するために遺伝プログラミングを利用してきたが、この原珊はもっとはるかに襖雑な問題に対して拡張

することもできる。今IuIの梁間中のプログラムの政は似雑なプログラムで仙川されるものに比べると非

常に小さい---数千から数万というのが一般的である．プログラムの実行には敗時川から数11かかる

かもしれないが、あなた自身でもっと複雑な問題を巷えて、大きな集団サイズで挑戦してみることをお

すすめする。

以下のセクションでは、この叩.純な遺伝プログラミングのモデルを、きまざまなアプリケーションの

ために拡吸するためのいくつかの〃法について概嬰を述べる‘，
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11.9.1数学的な関数を増やす

これまで、プログラムを作り上げるために非常に限られた間数の巣合のみを使って来た。このことは

プログラムができることの範囲を制限している一もつと複雑な問題にとっては、ツリーを作るのに利

用できる関数の数を火帆にj＃やす必要がある．以下に付けljlIえられそうな関数をいくつか験げる。

･サイン、コサイン、タンジェントのような烹苅側散

･累乗、平方根、絶対値のようなその他の数学的な側敗

･ガウス分布のような統計的分布

･ユークリッド距離やTnnimoto距離のような即離の尺庇

･三つのり|数を受け取り、股初の引数が２冊I]と３Ni;Ⅱのl政のⅢIの値であれば1を返すようなIMI数

.篭つの引数を取り、１１t初のﾕ:つの引数の錐が３冊１１のリ|数より小さければ１を返すようなlIU数

これらは好きなだけ扱雑なものにしてよく、しばしば時定の問題にはおあつらえ向きなことがある。

たとえば、三伽IMI敵はシグナルプロセッシングの分野では必喫なものである。しかし本dWtであなたが

作りｌ:げたようなケームでは、あまり使われるものではない。

11.9.2メモリ

本章でのプログラムはほとんど完全に反応的なものであった。つまり、結果は完全に入力を鵬にし

て川力されていた。これは数学的なIⅢ数を解決するためには11#しいやり方といえるが、これではプログ

ラムが災期的な戦略を持つことができない。この追っかけケームは、プログラムにそれらの血前の移助

を渡す－そのため多くの場合、プログラムたちは行の同じ方向に二度動いては行けないことを学制

する－しかし、これはｉｉｉ､にプログラムの出力であり、彼らが自分たちに設定した何かではない。

民期的なlim略を持ったプログラムを開発するためには、次のラウンドで利用するためにwi報を保存

するF段が必腿である。ili純なやり〃の･つとして、１IIIiiIに疋綻したスロットに仙を保存したり、リlき

Ⅲしたりできるような新しいノードを作るというやり方がある。保存ノードは一つの-fとメモリスロッ

トのインデックスを持つ。子から結果を取得し、メモリスロットに保存し、それを親に渡す。再現ノー

ドは子を持たず、単に適切なスロットの中の仙を返す。保存ノードがツリーのトップであれば、その最

終的な耕果は、適切なIIj現ノードを持っているツリーであれば、どの部分ででも利川できる，

佃々のメモリにｊｌ１え、すべての異なるプログラムたちのⅢで鋭み沸きできるような此ｲiのメモリを持

つということも考えられる。これはすべてのプログラムが純み普きできるスロットを概数持つ、という

点以外では個々のメモリと似ている。これにより、もっと高いレベルでの協調や競争の可能性を生み,１，

されることになる。

Ｉ
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11.9.3さまざまなデータタイブ

本噸で紹介したフレームワークは裟散をパラメータとして受け取り、結果も終数で返すようなプログ

ラムのためのものだったｃこれを浮動小数点で勤作するように変更するのは簡単である。演算は何も

変わらない。単純にInakerandomtreeの定散のノードを、ランダムな終数ではなく、ランダムな浮動小

数点に変更するだけでよい．

それ以外の郁馴のデータを扱うようにプログラムを作るには、火帆な改造が必饗となる。その多くは、

ノードの関数の変更であるｃこの鵡本的なフレームワークでも例えば次のような型を扱えるように変災

することが可能である。

5tringｓ

これらはconCatenate、split、インデクシング、サブストリングのような演算を持つ。

ListＳ

これらはstringsと同じような演算を持っている二

DiCtionarie5

これらは髄換や追加のような油算を持つ、

ObjeEt5

どのようなカスタムオブジェクトでも、ノードの関数がオブジェクトに対してのメソッドコールで

あI)さえすれば、ツリーの入力として利川することができる。

これらの例に対して発生する敢要なポイントは、多くのjﾙ介、ツリー111のノードに・つ以ｋの』１Ｍの返

り値を生成させる必要が出てくるという点だ。たとえばサブストリングの概算であれば、一つの文'ｒ:列

と二つの整数が必要になる。これは子の一つは文‘７２列を返し、他の二つの子は轄数を返す必要がある

ということを意味している｡

これに対するIii・純なアプローチとしては、ツリーのﾉＩｉ成、突然変異、交配を行い、データタイプのミ

スマッチがあったものは取り除くとよい』しかし、このやり方は叶算機的に無駄が多い。あなたは既に

ツリーが作られる方法に対して制限をかける方法について兇て来た－整数のツリーは、‐f･がいくつ

必要か知っている。このやり方を、‐fのタイプと返り仙の型にも何じょうに拡張することができる”た

とえば、fWrapperクラスを次のように11Ｉ定縦してもよいparamsはそれぞれの引数で利川されるデー

タタイブを定災する文字列のリストである｡

classfWraPper：

def--init--(5elf,function,param5,name)：
self･function=function

self･childcount=para、
Self･name=name
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また、ｆlistを返される型のディクショナリとして定錠してもよい。

fliSt={‘str，:[Sub5trin8w,にoncatwl,‘int‘:[indexw,addw,Subwl｝

そうすればmakerandomtreeを次のように炎えることができる。

defmakerandomtree(PC,datatype,maxdepth=4,fpr画o､5,ppr=0.5)：
ｉｆrandom()<fprandmaxdepth>o：
ｆ=choice(fli5t[datatype]）
＃ｆのすべてのパラメータ型とともにmakerandomtreeを呼び出す

children=[makerandomtree(Ｐｃ,type,maxdepth-1,fpr,ppr）
ｆｏｒｔｙｐｅｉｎｆ・param5］

returnnode(f,children）
etc．．．

crossover関数もまた、交換されるノードが１１りじ鵬I)型を持つことを保証するように変更する必要が

ある。

このセクションで細介した遺伝的プログラミングの慨製がきっかけで、あなたがここで紹介したシン

プルなモデルから改良のためのアイデアを得て、もっと槻雑な問題のためにプログラムを自動的に生成

するように試したいと感じてくれれば幸いである。プログラムの生成には時間はかかるが、いったんよ

いプログラムを発見することができれば、それを繰り返し使っていくことができる。

11.10エクササイズ

1．さらなる関数のタイプ

我々は非常に少ない数の間数から始めた。他にはどのような関数が考えられるだろうか？四つ

の引数を持つユークリッド距離のノードを実装せよ。

2.突然変異を超き換える

ツリーのノードをランダムに選び、それを変災する突然変異を実装せよ。この関数は関数、定数、

パラメータのノードを確実に扱えるようにせよ。枝の世換の代わりにこの関数を利用すると、進化

にどのような影響が出てくるだろうか？

3.ランダムな交叉

現在のcrossover関数は何じレベルの二つのツリーから枝を選んだ。ランダムに二つの枝から交

叉を行うcrossover関数を評け。これは進化にどのような影智を与えるだろうか？

4.進化の停止

もっともよいスコアがＸ世代改粋されなかった恥介にはプロセスを停止してもっともよいスコアを

返すように、進化の停止条件を付け加えよ。

5.hiddenlUncticnの変更

’



11.10エクササイズ’２９９

プログラムに推測させる数学的な側数を別のものにして拭してみよ。どのようなタイプの関数がmj

jILに発見きれるか？また、発見がもっとも難しいのはどのようなものか？

６．Ｇ『idWarのプレーヤー

ＧｒｉｄWarでうまく戦えるようなツリーを手作業で設計してみよ。これが肺単にできたなら、まっ

たく述うものをもう一つ神いてみよう。初lﾘlの巣団を完全にランダムに作るのではなく、ランダム

なものの中に、あなたが股iil･したこれらのプログラムを混ぜ込んでみよう。そしてランダムなプロ

グラムと比べてみよう。これらは進化を改縛するだろうか？

７.三目並べ

三Ｈ並べのシミュレータを作ってみよ。そしてGridWnrと同様にトーナメントを股定してみよ。

プログラムはどの稚庇うまく動作するか？完蝿にプレイできるように学習するか？

8.データタイプが混在するノード

データタイプが混ざり合ったノードを作るためのアイデアのいくつかは本章で紹介した。これを

実装し、プログラムが文字列の２，３，６，７稀ロの文字列を返せるように（たとえば.'genetic‘'なら
,℃mic‘‘となる)学習できるかどうか硫泌してみよ。


