
八重芯型花火アルゴリズム

余俊 †, 高木英行 ††

九州大学大学院芸術工学府 †, 九州大学大学院芸術工学研究院 ††

1 はじめに

PSO 1) やACO 2) に代表される多くの群知能

では個体間の簡単な協調作用で全体の複雑な

振る舞いを生成することを模擬している．花

火アルゴリズム（fireworks algorithm: FA）3) は

新しい群知能の一種で，花火を模擬した探索

を行う．複数の花火（探索点）がそれぞれ周辺

領域に花開き，その花火の核位置（探索点）の

fitnessに応じた数のスパーク（局所探索点）がそ

の周辺に飛び散り探索を行う．花火アルゴリズ

ムは，fitness値が高い花火周辺には多くのスパー

クを生成し狭い範囲で探索を行い (exploitation)，

fitnessが低い花火周辺には少ないスパークを広い

範囲で生成する (exploration)．最適解を得るま

でこの探索を繰り返す．

本論文では，探索性能を向上させる第1の改良

手法として，花火のスパークが核になってさら

にスパークを生成する2段階方式の花火アルゴリ

ズムを提案する．実際の花火では八重芯型花火

に相当する．第2の改良として，花火の広がり

（amplitude）を探索世代に応じて線形に小さくし

exploration からexploitationへの遷移を強調する．

以下，第2節で従来の花火アルゴリズムを簡単

に説明し，第3節で今回の提案花火アルゴリズム

を説明する．その後，第4節で比較評価実験を行

い，第5節以降で考察をして結論に導く．

2 花火アルゴリズム

花火が炸裂するとスパークが飛び散り花火の花

を開かせる．この様子は局所探索を想起させる．

良い花火と悪い花火を考えた場合，良い花火は最

適解に近く狭い領域に多くのスパークを放って探

索する方がよいし，悪い花火の場合は探索点数
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を少なくし広域で探索させるのがよい，と考え

られる．Algorithm 1に花火アルゴリズムを示す．

Algorithm 1 The framework of fireworks algo-

rithm.
1: Initialization of n fireworks randomly.

2: Evaluate the fitness of each firework.

3: while termination condition is not satisfied

do

4: Generate explosion sparks for each firework.

5: Use Gauss mutation to obtain Gauss sparks.

6: if sparks are generated outside search area

then

7: use a mapping rule for bringing back to

the area.

8: end if

9: Evaluate the fitness of each sparks.

10: Select fireworks for the next generation.

11: end while

12: end of program.

初めに記号を定義する．最小化問題を扱うと

すると，xは探索点，f(x)はxのfitness値，nは各

世代の花火数，ymaxとyminは現世代での最悪花

火と最良花火，ξは0で割ることを防ぐための極

小さい定数である．

スパーク数： 花火毎に生成するスパーク数を

fitnessに比例するよう次式で決定する．

si = m ∗ ymax − f(xi) + ξ
∑n

i=1(ymax − f(xi)) + ξ

ここで，mはn個の花火から生成される総スパー

ク数，siは i番目の花火xiの種変を探索するス

パーク数である．多すぎたり少なすぎたりする

スパークを生成する花火を避けるため，次式で

花火数を制限する．

s
′
i =

⎧
⎪⎨

⎪⎩

round(a ∗m) if si < a ∗m
round(b ∗m) if b ∗m < si

round(si) その他



ここで round() は四捨五入関数，aと bは定数

（0 < a < b < 1）である．

花火の開花サイズ： 次式で各花火が開花する

大きさ（局所探索領域の大きさ）を決める．

Ai = Amax ∗ f(xi)− ymin + ξ
∑n

i=1(f(xi)− ymin) + ξ

ここでAiは花火の開花サイズ，Amaxは，花火の

最大開花サイズである．

スパークの生成：乱数Δを生成する（−Ai ≤ Δ ≤ Ai）．

次にz = round(d ∗ rand(0, 1))でzをランダムに決

める（dは探索次元数，rand(0, 1)は一様乱数）．d

次元の花火座標の中からランダムに選んだz個の

座標要素値にΔを加えた座標をスパーク座標とす

る．すなわち，d次元花火座標中のz座標のみに同

じ変位量Δ加えた座標が生成スパーク座標になる．

Gaussian突然変異：スパークの多様性維持の

ためGaussian突然変異を導入する．

選択戦略：最良の花火あるいはスパークはエ

リート個体として次世代にコピーするが，残っ

た花火は花火間距離と位置から次世代用に選ば

れ，スパークの多様性維持を図る．

3 提案の改良花火アルゴリズム

花火の周辺の新しいスパーク生成方法を提案

する．改良点は2点である．第1の改良点は，ス

パークからさらにスパークを生成する2段階方

式，第2の改良点は花火開花サイズを世代に合わ

せて線形に縮小する点である．さらに，従来の

花火アルゴリズムのように選択した花火座標要

素に同じΔを加えるのではなくなく，すべてラン

ダムにする点も加えた．

スパーク数：従来の花火アルゴリズムでは，花

火は1回しか炸裂しないが，提案手法では1回目

の炸裂で花火の核周辺にスパークを生成し，そ

の1回目の個々のスパークを核として周辺にもう

一度スパークを生成する2段階探索を行う．Fig.

1 にこの2段階探索を示す．

炸裂範囲の大きさ：探索世代に応じて，exploration

から exploitation への移行圧力をかけるために，

徐々に探索範囲を狭めるようにする．今回の実

験では，次式を用いた．

Ai =

{
Amax ∗ (1− Gcur

Gmax
) if Gcur < c ∗Gmax

Amax ∗ (1− c) その他

ここで， Aiはi番目個体の炸裂サイズ（探索範

囲），Amaxは最大炸裂サイズ，cは最小探索範囲

Fig. 1 Local search of firework algorithm. Con-

ventional search (left) and proposed two-stage

search (right).

を制御するための0 ≤ c ≤ 1の定数，GcurとGmax

は現世代数と最大探索世代数である．

スパーク探索：本来の花火アルゴリズムでは，

d次元の花火座標要素中のz個の座標要素に同じ

変位量Δを加えたものをスパーク座標としてい

るが，局所探索能力を向上させるために，d座標

要素に，固定値ではない異なる変位量を加えた

座標をスパーク座標とする．

4 評価実験

CEC2005 ベンチマーク関数4) から14関数を評

価実験に用いる．Table 1にこれらの関数の，単

峰／多峰，特性，探索空間の範囲，最適fitness値

を示す．これら関数には，シフト，回転，境界上

の最適解の有無，単峰と多峰の，多様な景観特

性が含まれる．また関数の次元数は，2次元，10

次元，30次元の3通りである．

比較対象は，提案の改良花火アルゴリズム，

従来の花火アルゴリズム，差分進化 (DE) で，

Table 2とTable 3にこれらのアルゴリズムのパラ

メータ条件を示す．

スパークを2段階で行う提案の花火アルゴリズ

ムは1世代当たりの計算コストが増加するので，

公正な比較をするために，世代数ではなくfitness

計算回数に応じた収束特性で比較評価を行う．30

セット×3通りの次元の初期乱数を用意し（対初

期値による30施行），14ベンチマーク関数×30施

行×3通りの次元の実験を行う．このうち，30次

元での平均最良fitnessの収束特性をFig. 2に示す．

Friedman検定とHolmの補正を行った多重検定

を用い，Fig. 2のfitness計算回数2万回，6万回，

10万回の3つの時点での3手法の平均最良fitness



Table 1 Benchmark functions: Uni=unimodal,

Multi=multi-modal, Sh=shifted, Rt=rotated,

GB=global optimum is on boundaries.

No. Types Characteristics Ranges Optimum fitness

F1 Sh Sphere −450

F2 Sh Schwefel 1.2 −450

F3 Uni Sh Rt Elliptic [−100, 100] −450

F4 F2 with Noise −450

F5 Schwefel 2.6 GB −310

F6 Sh Rosenbrock [−100, 100] 390

F7 Sh Rt Griewank [0, 600] −180

F8 Sh Rt Ackley GB [−32, 32] −140

F9 Sh Rastrigin [−5, 5] −330

F10 Multi Sh Rt Rastrigin [−5, 5] −330

F11 Sh Rt Weierstrass [−0.5, 0.5] 90

F12 Schwefel 2.13 [−π, π] −460

F13 Sh combination of

F8 and F2

[−5, 5] −130

F14 Sh Rt Scaffer F6 [−100, 100] −300

間に有意な差があるかを検定した．その結果，

F7以外のすべての関数で提案改善手法は従来の

花火アルゴリズムを有意に早く収束している

（p < 0.01）．F7では，従来の花火アルゴリズムが

提案手法や差分進化よりも早く収束している．

しかし，この関数に対してなぜ従来手法が高速

であるのかはまだ解析できていない．

5 考察

提案手法は，F7を除いて，計算コストの増加

以上に花火アルゴリズムの探索性能を向上させ

ることができた．

従来の花火アルゴリズムでは，各花火周辺の

局所探索範囲の大きさとスパーク数は他の花火

のfitnessに依存する．すなわち，探索全世代にわ

たって，良い花火の場合は狭い探索範囲に多く

のスパークを生成してexploitationの役割を担い，

悪い花火の場合は少ないスパークで広域探索を

行ってexplorationの機能を担う．

しかし，良い花火探索点とは言え，探索初

期から花火周辺の狭い領域のみを探索すると

exploration機能が弱まる心配がある．一方，探索

末期でも悪い花火周辺を探索続けるが末期であ

ればあまり改善効果は期待できない．

本論文では，この改良として他の花火との相

互干渉をなくし，explorationからexploitationへ

の遷移を強制的に促すために，探索世代に比例

して探索範囲を狭める方法を導入した．こうす

ることで探索初期世代では各花火が同じスパー

Table 2 Parameter setting of conventional

fireworks algorithm (FA) and proposed FA.

MAXNFC denotes the max. number of fitness

evaluations.

setting items FA proposed
FA

# of fireworks for 2-D, 10-D
and 30-D search

5

# of sparks m per firework 50 5
# of Gauss mutation sparks,

m
′

5

constant parameters a = 0.04 c = 0.9
b = 0.8

Maximum F1–F7, F14 40 8
amplitude, F8 10 2
Amax F9, F10, F12, F13 1 0.2

F11 0.1 0.02
Stop condition, MAXNFC , 4,000, 50,000 and
for 2-D, 10-D and 30-D search 100,000 times
dimensions of benchmark func-
tions, D

2, 10 and 30

# of trial runs 30

Table 3 Parameter setting of differential evolu-

tion.
population size for 2-D, 10-D,
and 30-D search

20, 50, and 100

scale factor F 1
crossover rate 0.8
DE operations DE/rand/1/bin
stop condition; MAXNFC , 4,000, 50000, 100000
for 2-D, 10-D, and 30-D search
dimensions of benchmark func-
tions, D

2, 10, and 30

# of trial runs 30

ス数でexploration探索を行い，世代進行と共に

exploitation探索を強めるようにした．

本論文で提案した花火アルゴリズムの改良案

は，いろいろ変形が可能である．例えば，上述の

花火周辺の探索範囲の決定は，従来法と提案法

の積にすることも可能である．提案の核心であ

る2段階のスパーク生成も，今回は同じ探索範囲

にしたが本来の花火アルゴリズムの考えを2段階

に適用し，すべてfitness値に応じて局所探索範囲

の大きさとスパーク数を決めることも考えられ

よう．さらに本論文ではすべての改良案の総合

結果としての提案手法と従来法と差分進化を比

較評価したが，まだ，提案の個々の改良案の効果

は解析できていない．



6 結論

本論文では，exploration とexploitationのバラ

ンスをとるよう花火周辺の探索領域を制御する

改良と，2段階スパーク生成による局所探索性能

向上を図った改良花火アルゴリズムを提案した．

この改善手法は計算コストを増加させるが，そ

の増加以上の収束の改善効果が得られることを

示した．

考察で述べたように，本研究は改善提案の個々

の評価が終えていないし，改善のための提案の

アイデアを実現するにはいろいろなバリエー

ションが考えられる．個々の評価とこれらの最適

な実現手段を明らかにするすることが，本研究

の次のステップになる．
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Fig. 2 Convergence curves of 3 methods for 30-D

F1–F14, where FA and DE denote fireworks algo-

rithms and differential evolution, respectively.




