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遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithms, GA)は生物の適応進化に関する自然淘汰説に範を得

た計算手法であり，種々の最適化問題の解法として注目されている．GA の研究は 1960 年代に始

まっており，かなり古い歴史を持つが，急速な研究の展開は 1980 年代の後半からである．本稿で

はGAによる最適化の現状について，組合せ最適化，非線形最適化などの視点から紹介するととも

に確率的情報処理の観点からの GA の理解の方法として，機能分担仮説とそれに基づくGA によ

る非線形最適化の考察を行い，関連手法として分布推定型アルゴリズムについても紹介する．

1 はじめに

遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithms, GA) は生物の適応進化に関する自然淘汰説に範

を得た計算手法であり，種々の最適化問題の解法として注目されている．本稿では，まず GA や

他の生物の進化に範を得た計算手法について，歴史的展開を概観した後，GA による最適化計算の

現状について，組合せ最適化，非線形最適化などの視点から紹介する．さらに，確率的情報処理の

観点から GA の理解の方法として，機能分担仮説とそれに基づく GA による非線形最適化の考察

を述べ，関連手法として近年，研究が進んでいる分布推定型アルゴリズムについても紹介する．

GA については，例えば文献 [1, 2]など，すでに多くの成書が出版されており，標準的な GA の

構成などについてはこれらの成書を参考にして頂きたい．また文献 [3] は GA の提唱者 Holland

自身による研究書である．文献 [4] は GA 研究の火付け役ともなった教科書であり，初期の GA

について分かりやすく丁寧かつ網羅的に紹介されている．ただし，GA 研究はその後急速に進展し

ており，最適化手法として GA を利用する視点からは同書は内容が古くなっており，必ずしも最

適化問題の解法の構成として性能の良いものが紹介されているわけではない．GA の応用に当たっ

ては最近の成果の活用に留意して頂きたい．文献 [5]は 1990年代に GA 研究が注目されてから継

続的に編集されている研究書であり，GA 研究の手法，理論，応用など多面的な展開が紹介されて

いる．本稿でも紹介する最近の成果として，連続空間を探索空間とする GA による非線形最適化

や分布推定型アルゴリズムがある．これについては人工知能学会誌の特集号 (文献 [6, 7, 8, 9, 10])

を参照して頂きたい．
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2 遺伝的アルゴリズムと関連手法

GA に関連し，生物進化に範を得た計算手法はいくつかあり，似たような名称を持つ．ここでは

用語の解説という形で関連手法を概観する [1]：

遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithms, GA) は生物の適応進化に関する自然淘汰説に範

を得た計算手法であり，1960 年代から米国の J. Holland らによって提案され，研究されてきた手

法である．GA は生物の遺伝機構を比較的忠実にモデル化しており，適応度による選択のほか，2

値の文字列からなる染色体表現や，その上での組変え・交叉，突然変異などの操作から構成される．

進化戦略 (Evolution Strategies, ES) は GA とは独立に生物の適応進化に範を得た計算手法

として Rechenberg や Schwefel らドイツのグループによって研究されてきた手法であり，進化プ

ログラミング (Evolutionary Programming, EP) もまた ES と同様に独立に米国の Fogel ら

によって開発されてきた手法である．ES や EP は GA 同様，適応度による選択という操作は行う

が，もっぱら連続な探索空間を浮動小数点数表現を用いて扱っており，組替え・交叉よりは正規乱

数などを用いた突然変異をもっぱら探索オペレータとしている．

遺伝的プログラミング (Genetic Programming, GP) はパラメータを進化の対象とする GA

から派生して，LISP のプログラムや電子回路など「構造」を進化の対象とする手法であり，米国

の Koza によって提唱され，現在では多くの研究者によって研究されている．

GA, ES, EP はそれぞれ比較的小さなグループで独立に研究が進められて来たが 1980年代の後半

から研究が世界的な広がりを見せるとともに，相互の交流も進み，各手法を融合した研究なども多く

なってきたことから，これらのアプローチの総称として進化的計算 (Evolutionary Computation,

EC)]，進化的アルゴリズム (Evolutionary Algorithms, EA) と呼ばれる．

これらの進化的計算の手法は工学的な計算手法であるが，「自己複製系」のモデルとしての科学的

な興味からの研究とも密接に関連しており，また，生命現象の理解への構成的なアプローチである

人工生命 (Artificial Life, AL)研究でも重要なツールとなっている．最近では，GAなどの計算手

法の確率モデル的な解釈から，確率モデルをより明示的に扱う分布推定アルゴリズム (Estimation

of Distribution Algorithms, EDA) などが提案されるに至っている．

3 遺伝的アルゴリズムの基本構成と選択操作

GA では問題の解を生物の個体に見立て，その集団に対して，解の適応度評価，良い解を増殖さ

せ悪い解を死滅させる選択 (Selection)，交叉 (Crossover)や突然変異 (Mutation)による新し

い解の生成などの操作を繰り返して進化を進めて最適化問題を解こうと言うものである．GA の基

本構成は図 1 に示すように単純なものであるが，次節以降に見るように解の表現と交叉，突然変

異は問題の性質を反映させて設計する必要がある．

一方，選択操作は問題領域とは比較的独立なものであるが，難しい最適化問題を解く場合には

多様性の維持：交叉を主要な操作とする GA では，個体群の多様性を効果的に維持し

て探索を進めることが必要である．探索の早い段階で小数の個体のみが選択され，個

体群がその複製で埋められると多様性が失われ交叉が効果的に動作しなくなる初期収
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図 1: 遺伝的アルゴリズムの基本構成

束現象に悩まされる．

という点に留意する必要がある．

良い解を選択し，その複製で個体群を生成する選択操作の代表として

適応度比例選択：解の良さを非負で最大化すべき適応度関数により得るものとし，個体

群全体の適応度を評価し，各個体はその適応度に比例した確率で次世代に個体を残す．

が教科書などでは標準的に紹介される．この手法は集団遺伝学のモデルなどとも近いが，実用面か

らは個体群の多様性の制御が難しいという問題を抱えている．

これに対して，個体群の一部を評価し入れ換えてゆく手法としてMinimal Generation Gap

(MGG)法が佐藤らによって提案されている [18]．MGG 法では以下の手順で探索を進める (図 2

参照)：

1. 個体群から親個体 2 個体を選ぶ．

2. 選んだ親個体に交叉を c 回適用し，2c 個の子個体を得る．

3. 親と生成された子個体 2c + 2 個体を「家族 (family)」と呼び，この中から

• 最良の適応度を持つ個体
• 適応度で個体をランキングし，ランクに比例した確率で選んだ 1 個体

の 2 個体を選ぶ．

4. 家族から選んだ 2 個体を親個体と入れ換える形で個体群に戻す．

MGG 法は単純な方法であるが，多様性に維持に優れ良い結果が得られやすい方法として推奨さ

れる．

また，より複雑な選択手法であるが，喜多らは個体群の多様性を明示的に考慮した方法として，シ

ミュレーテッドアニーリング法などにヒントを得て熱力学的遺伝アルゴリズム (Thermodynamic
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図 2: Minimal Generation Gap 法

Genetic Algorithm, TDGA)を提案している [18]．TDGAでは個体群の多様性をエントロピー

として明示的に評価し，適応度とエントロピーを温度というパラメータで調和させた自由エネル

ギーを最小とするように個体群を形成する．この手法は組み合わせ最適化問題に効果的であるほ

か，多様性の維持を明示化していることから多目的最適化や変動する環境への適応など広い応用が

可能である．

4 遺伝的アルゴリズムによる組合せ最適化

離散的な空間での最適化問題は組合せ最適化問題と呼ばれる．この種の問題の典型例として

巡回セールスマン問題 (Travelling Salesman Problem, TSP) : 位置の与えられた N 個の都

市2を一巡する経路でその経路長が最小のものを求めよ．

という問題がある (図 3 はその一例)．

図 3: 巡回セールスマン問題の一例 (51 都市問題 eil51 とその最適巡回路

この種の問題は見た目の単純さとは裏腹に，効率的な解法が知られておらず，問題の規模 N に

対して厳密な最適解を得るには可能な解を全数探索することと本質的に等価な指数関数的に増加す

る手間を要すると予想されている NP-困難性という性質がある．そのため，厳密な最適解を求める

手法のほかに実用的な意味からは近似解法が重要である．その中でも問題の性質にあまり拘束され

ずに使える手法はメタ戦略などと呼ばれており [11, 12]，GA による解法もこれに位置付けられる．

2より一般的には枝に重みのついた無向グラフで都市と都市間の経路を定義する．



メタ戦略には GA のほか，近傍探索法 (Local Search, LS)，多スタート近傍探索 (Multi-start

Local Search,MLS)，シミュレーテッドアニーリング法 (Simulated Annealing, SA)，タブ

サーチ (Tabu Search, TS) などがある．これらの手法の中では GA は「選択」や「交叉」など

複雑なオペーレータを用いることから TS などとともに比較的「クセ」の強い手法である．

GA による組み合わせ最適化においては交叉オペレータの設計が極めて重要である．これについ

て，以下 TSPを例に解説するが，それに先だって TSPに対する LSの構成法として 2-opt 近傍と

呼ばれるものがある．これは図 4に示すように巡回路の枝 2 本を取り換える近傍である3．2-opt

近傍は巡回路長をあまり大きく変化させないことから良い解の近傍にさらに良い解を見出しやす

く，TSP の解法構成にとって強力な近傍系となっている．実際，2-opt 近傍を用いた LS/MLS と

いう単純な解法構成で TSP のかなり良い解が得られる．
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図 4: 巡回セールスマン問題の 2-opt 近傍

これに対して，GA の交叉の構成法として，初期には巡回路を都市の訪問順序などの巡列で表

し，2つの巡列を形式的に組み合わせて新しい巡列を作る交叉法が種々提案されている．これらの

交叉法では問題の性質 (TSP では良い巡回路は短い枝から構成されていること)が活かされておら

ず，先の例に示した 51 都市レベルの TSPでのその最適解探索はかなり困難である．

その後，巡回路の枝を組み合わせることに着目した交叉がいくつか提案されており，例えば山村

らは 2つの巡回路で共通の都市集合を持つ部分経路を相互に入れ換えるサブツアー交換交叉 (SXX)

を [13]，また前川らは 2 つの巡回路を構成する枝のみから新しい巡回路を形成する枝交換交叉

(EXX)[14]を提案している．これらの交叉により数十都市から 100都市程度の問題が GA で解ける

ようになり，また 2-opt近傍を用いる LSと組み合わせた遺伝的局所探索法 (Genetic Local Search,

GLS)では 500 都市規模の問題が解ける．

しかしながら，SXX や EXX などには 2 の解をうまく組み合わせることに重点を置いたために，

生成される子個体のバリエーションが少ないという問題がある．これを解消した手法として永田ら

による枝組み立て交叉 (EAX)がある [15]．EAX は SXX や EXX と同様，親巡回路を形成する枝

を用いて子巡回路を生成するが，その際，子が巡回路とならず，局所的な複数の閉路をなることを

許し，子の多様性を確保している．子が複数の閉路となった場合には，簡単な操作でこれを一巡路

に修正する強制オペレータを使用する．EAX は TSP についての極めて強力な交叉法であり，数

千都市規模の問題の最適解が発見できている．

このほか，良い解法の構成がかなり困難であることが知られているジョブショップ型のスケジュー

リング問題に対しても問題の性質を巧みに利用した交叉の構成法が開発されている [1]．

3より一般的に n-opt 近傍が定義できる．



一般には，良い交叉は問題ごとにその性質を利用して設計することが求められるが，これは意外

に困難な作業である．これに対して LSで用いる近傍系やそれに基づいて 2 つの解の間の距離を定

義することはまだ容易である．そこで交叉に代えて，この近傍系・距離を用いて 2 つの解の中間

的な解を生成しながら探索を進める手法が Ikeda によって提案されている [16].

手法に拘らず組合せ最適化問題を解かなければならないユーザの立場からは以下のような戦略を

勧める：

1. まず，解くべき問題がよく研究されている既存の問題クラスとして定式化できるかどうかを

検討する．場合によっては多項式オーダの高速な解法が知られている可能性がある．

2. しかしながら，実応用などでは，さまざまな要請から単純な定式化が行えない場合が多い．

その場合は，まず解の評価値と近傍系の定義だけで利用できる LSを試し，さらに初期解を

ランダムに生成して LS を繰り返す MLS を適用する．

実用的にはこの程度の最適化でよい場合も多いし，問題の性質を理解したり，より高度な解

法を検討する場合の評価基準が得られる．

3. GA, SA, TS などより複雑な解法を試すのが次のステップである．GA の適用を候補とする

ための要件として先の巡回セールスマン問題の例で見たように問題の性質をうまく利用した

交叉が設計できるかが鍵となる．また，GA の解の評価に際して LS を組み合わせるGLSは

MLS よりも良い解を得る比較的実施しやすいアプローチである．

5 遺伝的アルゴリズムによる非線形最適化

本節では連続空間での最適化問題

min
x

f(x), x = {x1, · · · , xn}, xi ∈ [ai, bi], i = 1, · · · , n (1)

を考える．

初期の GA では決定変数 xi を適当な精度で量子化し，これを 2 進数表現することによって，2

値の個体表現を得，これに交叉や突然変異を適用していた．このような手法を 2 進コード化 GA

(binary coded GA)と呼ぶ．しかしながら，この手法では

1. 十分な精度の解を表現することが難しい．特に適応度値に影響の大きい上位のビットの探索

中に，適応度の中立性がより高い下位のビットが個体群中に固定されやすい．

2. f(x) の連続性など，問題が元来持っている構造が 2 値表現により失われてしまい，効果的

な探索が行えない．

といった問題がある．

これに対して，解表現に浮動小数点数を用い，探索領域の連続性を活かした操作を交叉や突然変

異に導入する手法を実数値 GA (Real-coded GA)と呼ぶ．例えば交叉には解の線形結合，突然変

異には正規乱数などを用いる．

非線形最適化手法の観点からは実数値 GA は解の評価値のみを用いて探索を進める直接法の範

疇に属す．直接法は例えば勾配法のように微分情報などを用いないため解の評価に複雑な数値計算



を要する対象など応用範囲が広いという特徴がある．特に実数値 GA では交叉が生成する解は複

数の親を用いて決定することから，探索領域を自己調整できるという利点がある．すなわち探索の

初期段階では広く分布する親個体から広い範囲の解を，終盤では狭く分布する親個体を用いて精度

の高い解を探索できる．これに対して，例えば正規乱数を加える突然変異では乱数の分散などを外

的なパラメータとして与える必要があり何らかの調整機構を導入しなければならない4．
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図 5: UNDX-m と SPX

ここでは実数値 GA のための交叉オペレータとして小野らの単峰性正規分布交叉 (UNDX) を改

良した UNDX-m と筒井らのシンプレクス交叉 (SPX)を紹介する．

UNDX-m UNDX-m では親の重心のまわりに主に m + 1 個の親が張るm 次元の部分空間内で

子を正規分布に従って以下のように生成する．図 5 (a) 参照．m = 1とした場合が小野らの UNDX

に相当する．

1. 個体群から m + 1 個の親個体 x1, ..., xm+1 をランダムに選ぶ．

2. 親の重心を g = 1
m+1

∑
i xi, とし，重心 g から各親 xi までの差ベクトルを di = xi − g と

する.

3. さらにもう一つの親 xm+2 を個体群からランダムに選ぶ．

4. D を親個体 xm+2 から重心 g までの差ベクトル dm+2 = xm+2 − g の d1, · · · , dm に直交す

る成分の大きさとする．

5. e1, . . . , en−m を d1, · · · , dm に直交する部分空間のの正規直交基底とする．

6. 子 xc を次式に従って生成する：

xc = g +
m∑

k=1

wkdk +
n−m∑

k=1

vkDek (2)

ここで wk と vk はそれぞれ正規分布 N (0, σ2
ξ) および N (0, σ2

η) に従うランダム変数である．

また，σξ および ση はパラメータであり，その推奨値は

σξ =
1√
m

, ση =
0.35√
n − m

(3)

である．(2) 式右辺の最後の項は交叉演算の頑健性を高めるために導入された項である．
4突然変異を中心的な探索オペレータとして連続空間を探索する進化戦略 (ES)ではこの問題は探索アルゴリズムの自己

適応として検討されてきた．両者の比較については例えば文献 [17] を参照．



シンプレクス交叉 (SPX) SPX では図 5 (b) のように親個体によって張られる単体（simplex)に

相似の単体内に一様分布に従って子個体を生成する：

1. n + 1 個の親個体 x0, ..., xn を個体群からランダムに選ぶ．

2. 親個体の重心を g = 1
n+1

∑
i xi とする．

3. c0 = 0, p0 = g + α(x0 − g) とする．

4. ck, pk を k = 1, · · · , n について次式で求める．

pk = g + α(xk − g) (4)

ck = rk−1(pk−1 − pk + ck−1) (5)

ここで α は正のパラメータで推奨値は
√

n + 2 である．rk は区間 [0, 1] 内の一様乱数 u(0, 1)

から以下の式で変換された乱数である：

rk = (u(0, 1))
1

k+1 (6)

5. 子ベクトルを c 次式で得る：

c = pn + cn. (7)

6 GA の機能分担仮説と関連手法

GA については Holland らの Schema 理論やマルコフ連鎖を用いたモデルなど多くの理論研究

が行われているが，必ずしも解法の改善に資する成果が得られているとは言いがたい．山村らは，

むしろ解法の改善を重ねる中で，その設計指針として GA の個体群をその背後にある良い解の分

布からのサンプルであるという捉え方から以下の機能分担仮説を提唱している [18]：

選択・世代交代モデルと交叉の役割分担仮説 : GA では選択・世代交代モデルは個体群の分布を

徐々に縮小させるように設計すべきである．交叉は有限の個体群に対しては新しい子を生成

する能力を保有しつつ，個体群の分布は変化させないように設計すべきである．

この仮説は離散的な空間を探索する組み合わせ最適化問題では必ずしも具体化しやすい訳ではな

いが，探索空間が連続である実数値 GA では以下のような交叉の設計指針としてより具体化でき

る [18]．

指針 1 : 交叉演算は個体群の平均値ベクトルや分散・共分散行列などの統計量を継承するように

設計すべきである．特に共分散の継承は変数間の依存関係の強い非分離型の関数の最適化に

重要である．

指針 2 : 交叉演算は設計指針 1 の拘束条件のもとで可能な限り多様な子個体の生成を可能とすべ

きである．多様性の評価指標としては例えば子個体の確率分布のエントロピーなどを用いる

ことが考えられる．

指針 3 : 指針 1 は選択・世代交代モデルが理想的に働いた場合の交叉の設計指針であるが，実際

には選択・世代交代モデルは探索すべき領域を上手く指示するのに失敗する場合も生じる．



このとき，探索プロセスをより頑健なものとするには子個体の分布は指針 1 を満たす分布よ

りも広がったものであることが望ましい．その意味で指針 1 は設計の基準点を与えるものと

考えるべきであり，分布の拡張はそれに伴う探索の頑健化と効率性の低下のトレードオフを

考慮して決定すべきである．

先に紹介した UNDX-m や SPX ではこの設計指針に基づいてパラメータが決定されており，そ

れまで困難であるとされていた多数の親を用いた交叉による高い探索性能を実現している [18, 19]．

また，これらの研究とは独立に展開されている研究として GA から派生した分布推定型アルゴ

リズム (EDA) がある．EDA では以下のステップを繰り返して探索を進める

1. 初期個体群をランダムに生成する．

2. 個体群から適応度の高い個体を選択する．

3. 選択された個体群を用いて，その個体群がサンプルとなるような個体の確率分布 (密度)関数

を何らかのモデルを用いて推定する．

4. 推定された確率モデルに対してランダムサンプリングを行い，新たな個体群を生成する．

5. ステップ 2 にもどる．

EDA については文献 [6, 9]を参照．先の機能分担仮説に基づく GA では確率モデルを明示化せず

に交叉の設計を行おうとするのに対して，EDA では確率モデルが明示的に介在する点が異なるが，

比較的近い問題の認識に基礎を置いている点が興味深い．

なお，分布推定に用いる確率モデル構築において，良い解集合を表現する際に変数間の依存関係

の表現がポイントである．これは離散表現を用いる GA では生物学の用語でエピスタシスの問題

とかリンケージの問題とか呼ばれていたものであり，EDA では例えばベイジアンネットなどが利

用されている．また連続領域ではUNDX-m や SPX などの実数値 GA では変数ベクトルの線形結

合により共分散行列の継承を企図しているのに対し，EDA では多変量モデルなどが利用される．

7 おわりに

本稿では組み合わせ最適化及び非線形最適化を中心に遺伝的アルゴリズム (GA)による最適化手

法の現状を述べた．このほか，最適化手法として GA の応用の特徴的なものとして，複数の目的

を同時に追求する多目的最適化 [9, 20] や，実験や数値シミュレーションなどノイズの混入する目

的関数の最適化 [10]などが挙げられる．いずれも最適化手法としての GA の特質を活かしてもの

であり，従来の手法では困難だった最適化対象に利用できる点で注目される．このほか，計算の実

装方法として GA は並列計算と親和性が高く，PC クラスタやグリッドコンピュータの利用が容易

になってきたことから，実用上の重要なオプションとなっている [9]．
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