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Abstract: In this paper, we propose a parallelization method for SAT-based CSP solvers using CEGAR and
the share of counterexamples. CEGAR (Counterexample Guided Abstraction Reﬁnement) is a technique
which solves a given problem by iterating the computation of a counterexample in its abstract problem and
the addition of constraints. In recent years, CEGAR becomes a popular method in several research domains
but there is sometimes a case that the number of iterations becomes large and it makes calculation difﬁcult.
In the proposed method, by sharing counterexamples between worker solvers, we could expect to reduce
the number of CEGAR iterations. In addition, we could also expect to improve performance by sharing
counterexamples together with learned clauses generated by SAT solvers. As a preliminary investigation,
we did a simulation of a parallelization method that shares only counterexamples. Using Hamiltonian cycle
problems as a benchmark, we conﬁrm the efﬁciency of the method of sharing counterexamples.
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はじめに

マルチコア CPU の普及に伴い，様々な分野で並列
化の研究が課題になっている．制約プログラミングの
研究分野においては，制約充足問題 (Constraint Satisfaction Problem; CSP) や命題論理式の充足可能性判定
(Propositional Satisﬁability Testing; SAT) 問題を解くプ
ログラムである CSP ソルバーや SAT ソルバーの並列
化が 2000 年以降活発に研究されている．各種伝播アル
ゴリズムの並列化，探索空間分割型やポートフォリオ
型ソルバーなどが研究されているが，まだ根本的な課
題の解決には至っておらず [Gent 18]，継続的な研究が
必要である．
本稿では SAT 型 CSP ソルバーを対象とし，その並
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列化方式の 1 つとして並列 CEGAR (Counterexample
Guided Abstraction Reﬁnement) [Clarke 00] での反例の
共有を提案する．CEGAR は緩和問題に対する求解 (反
例の発見) と制約の追加を繰返しながら元の問題の解
を求める技術であり，様々な問題でその有効性が報告
されている [Clarke 00, Soh 14, Janota 16] ．しかし，問
題によっては繰返しの回数が多くなり計算が難しくな
ることがあった．提案する方法では，並列に実行する
複数のソルバー間で反例を共有することにより，各ソ
ルバーでの CEGAR の繰り返し回数が減少することを
期待できる．また本研究の発展として，反例の情報と
SAT ソルバーの探索中に得られる学習節を両方共有す
る方法も考えられる．反例と学習節は記述のレベルが
異なると考えられ，これらを両方共有することで，よ
り大きな性能向上が得られる可能性もある．
予備調査として，ハミルトン閉路問題を対象として
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反例のみを共有する並列化方法のシミュレーションを
行った．ベンチマークには，CEGAR の繰返し回数が
多くなると考えられるハミルトン閉路の列挙問題と充
足不能の問題を用いた．これらの問題例において，反
例の共有を用いた並列化方法の有効性を確認したので
その結果についても報告する．
関連研究として論文 [田中 10] では，時間オートマト
ンのモデル検査においてモデル検査ツール UPAAL を
用いた反例共有方法を提案している．本稿では SAT 型
CSP ソルバーの並列化において反例の共有を行う．
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図 1: SAT 型 CSP ソルバーの枠組み
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SAT 型 CSP ソルバー

本節では，SAT 型 CSP ソルバーの概要を説明する．
SAT ソルバー は，SAT 問題を解くプログラムであり，
通常，充足可能であれば値割当てを解として出力する．
現在，主流となっているのは DPLL [Davis 62] を改良
した CDCL [Marques-Silva 99] と呼ばれるアルゴリズ
ムを実装した SAT ソルバーである．CDCL を実装した
SAT ソルバーでは，探索中に矛盾が発生するたびに学
習節を記録することで，同じ矛盾を繰り返さない仕組
みが採用されている．
並列 SAT ソルバーは，複数の SAT ソルバーを用い
て SAT 問題を解くプログラムである．大別して，探索
空間分割型とポートフォリオ型の並列 SAT ソルバーが
提案・研究されている [鍋島 16]．これらの並列 SAT ソ
ルバーでは，学習節を共有することで効果的に SAT 問
題を解くことができる．
SAT 型 CSP ソルバー は，SAT 符号化により CSP を
SAT 問題へと変換し，SAT ソルバーを用いて解くプロ
グラムである (図 1 参照)．SAT 型 CSP ソルバーの並列
化の素朴な方法は，符号化された SAT 問題を並列 SAT
ソルバーで解く方法である．しかし，この方法ではソル
バー間で共有される情報は符号化された SAT 問題の探
索中に得られる学習節だけになり，その情報を共有する
だけでは性能向上に限界がある．元の CSP の記述のレ
ベルに近い情報を共有することができれば，より大き
な性能向上が得られる可能性があると考えられる．次
節では，提案する並列化方式の説明のために，CEGAR
を用いた SAT 型 CSP ソルバーの枠組みを説明する．
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図 2: CEGAR を用いた SAT 型 CSP ソルバーの枠組み

• 手順 A1) CSP の緩和問題を作成し SAT 符号化
する．
• 手順 A2) 緩和問題の解 (緩和解) を求める．結果
により次のように分岐する．
緩和解が存在しない場合:
元の CSP の解も存在しないので，終了する．
緩和解が存在し，元の CSP の解である場合．
出力して終了する:
緩和解が存在するが，元の CSP の解でない場合:
元の CSP の解にならない緩和解 (反例) から，
追加制約を生成し緩和問題に追加する．
• 手順 A3) 手順 A2 を終了するまで繰り返す．

3

CEGAR

CEGAR [Clarke 00] を用いた SAT 型 CSP ソルバーの
枠組みを図 2 に示す．CEGAR では，元の CSP の情報
を参照して反例から制約を作成し，緩和問題に追加す
る．CEGAR は以下の手順で進む．

CEGAR を使うことの一般的なメリットは，最初に
CSP 全体を符号化しないことで，そもそも符号化すら
できないような数が非常に多い制約や変数を多く含む
ような巨大な制約の符号化を回避できることである．緩
和解は，元の CSP の解になるとは限らないが，うまく
いけば制約をそれほど追加することなく，充足可能・充
足不能を返すことができる．もう一つの本研究にとって
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図 4: ハミルトン閉路問題の問題例と解
図 3: CEGAR と反例の共有を用いた SAT 型 CSP ソル
バーの並列化の枠組み (※ 1 は図 2 の二重線で囲まれ
た処理を表す)
のメリットは，SAT ソルバーを利用しながら元の CSP
の記述のレベルの探索情報である反例を生成するよう
な解法になっていることである．次節では，CEGAR と
反例の共有を用いた SAT 型 CSP ソルバーの並列化を
説明する．

4
4.1

SAT 型 CSP ソルバーの並列化とハ
ミルトン閉路問題への適用
CEGAR と反例の共有を用いた方法

とにも特徴がある．次節では，この方法のハミルトン
閉路問題への適用について説明する．

4.2

ハミルトン閉路問題 (HCP) は与えられたグラフの全
頂点を通る閉路を求める問題である (図 4 参照)．本節
では，論文 [Soh 14] の方法に従った HCP の緩和問題と
CEGAR を使った解法について説明する．
制約を説明する．V を n 個の頂点の集合，A を弧の
集合，G = (V, A) を有向グラフとする1 ．また G の部分
グラフを H = (V, A′ ) とする．ここで A′ ⊆ A である．
有向グラフ G = (V, A) にハミルトン閉路が存在する必
要十分条件は，以下の 2 つの制約を満たす H = (V, A′ )
が存在することである．

CEGAR と反例の共有を用いた SAT 型 CSP ソルバー
の並列化方法を説明する．図 3 に枠組みを示す．手順
は以下のようになる．
• 手順 B1) CSP が与えられると, まず緩和問題を作
成し SAT 符号化する．
• 手順 B2) 各ソルバーで以下を並列に行う．
緩和解が存在しない場合:
元の CSP の解も存在しないので，終了する．
緩和解が存在し，元の CSP の解である場合．
出力して終了する:
緩和解が存在するが，元の CSP の解でない場合:
元の CSP の解にならない緩和解 (反例) から，
追加制約を生成し緩和問題に追加・各ソルバーで
共有する．

ハミルトン閉路問題への適用

• 次数制約: 各頂点の入次数と出次数が 1 である
• 連結制約: 連結グラフである
図 4 は，簡単のため無向グラフの例ではあるが，解とな
るグラフが次数制約と連結制約を満たすことが分かる．
緩和問題を説明する．上記 2 つの制約の中で，特に
連結制約は数が非常に多くなるため，連結制約を緩和
して CEGAR を適用する方法が提案されており，また
成功している [Soh 14] 2 ．図 5 に，連結制約を緩和した
場合の反例 2 つを示す．これらは HCP の解にならない
緩和解である．この 2 つ以外の緩和解はハミルトン閉
路を構成するため，緩和解かつ HCP の解になる．
緩和問題における次数制約を具体的に説明する．ま
ず，各弧 (u, v) ∈ A に対して 0-1 変数 xuv を導入する．
0-1 変数 xuv の定義は以下になる．

xuv = 1 ⇔ (u, v) ∈ A′

• 手順 B3) 手順 B2 を終了するまで繰り返す．
一般に，各ソルバーの反例・追加制約の蓄積が早け
れば早いほど緩和解が元の CSP の解になることが早
くなる．このため並列に反例を計算し共有することで，
CEGAR の繰返し回数が減少し，性能向上につながる
ことが期待できる．またこの並列化方法は，SAT ソル
バーを利用しながら元の CSP の記述のレベルの探索情
報である反例を共有できるような解法になっているこ

次数制約は以下の 2 つの制約 (それぞれ入次数と出次数
に対応) の連言になる．
∑
xuv = 1
(u ∈ V )
(u,v)∈A
1 有向グラフでモデリングを行うが，無向グラフについても

1つ
の辺を 2 つの弧に置換することで同様に取り扱うことができる．
2 連結制約を緩和しない方法も提案されている．興味のある読者
は文献 [Orman 07] などを参照されたい．
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C1

並列 CEGAR における反例共有が繰返し回数の減少
にどのくらい効果があるかを評価することを目的とし
て，シミュレーションを用いた実行実験を行った．実
験に用いた計算機の仕様は CPU: Intel Core i7 3GHz,
Memory: 16GB である．
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図 5: 緩和問題の解 (反例)

∑

xuv = 1

5.1

(v ∈ V )

(u,v)∈A

この制約を使って緩和問題を構成・符号化し，SAT 型
CSP ソルバーで解くと緩和解が得られる．図 4 の例だ
と図 5 の 2 つの反例どちらか，もしくはハミルトン閉
路が得られる．反例が得られた場合には，各真部分閉
路を含む反例が今後出現しないように制約を追加する．
具体的には，図 5 左の部分閉路 C1 と C2 に対して，
次の 4 つの節を追加する: 部分閉路 C1 に対して 2 節
¬x12 ∨ ¬x23 ∨ ¬x37 ∨ ¬x78 ∨ ¬x81 と ¬x87 ∨ ¬x73 ∨
¬x32 ∨ ¬x21 ∨ ¬x18 . 部分閉路 C2 に対して 2 節 ¬x46 ∨
¬x65 ∨ ¬x54 と ¬x45 ∨ ¬x56 ∨ ¬x64 . 図 5 右の部分閉路
C3 と C4 に対して，次の 4 つの節を追加する: 部分閉
路 C3 に対して 2 節 ¬x12 ∨ ¬x23 ∨ ¬x34 ∨ ¬x48 ∨ ¬x81
と ¬x18 ∨ ¬x84 ∨ ¬x43 ∨ ¬x32 ∨ ¬x21 . 部分閉路 C4 に
対して 2 節 ¬x56 ∨ ¬x67 ∨ ¬x75 と ¬x57 ∨ ¬x76 ∨ ¬x65 .
逐次に計算を行った場合，反例を全て計算してから
解が求まると仮定すると，1，2 回目で図 5 左右の反例
を計算し，3 回目に緩和解がハミルトン閉路になると
いう動作になる．
反例を共有して並列に計算を行った場合，うまくい
けば各ソルバーが 1 回目に図 5 左右の反例を並列に計
算・共有し，2 回目に緩和解がハミルトン閉路になると
いう動作になる．

4.3

予備実験

5

2
3

1

探索空間の分け方

シミュレーション方法を説明する．上述の計算機で，
1 並列から 64 並列までの並列化の評価を行うために次
に示すように逐次計算を用いて同期した並列計算のシ
ミュレーションを行った．

• 手順 C1) 次数制約のみの緩和問題を生成し SAT
符号化する．
• 手順 C2) 前節の手順 B2 を並列度に応じて逐次に
行う．反例の共有は完全に同期して行う．すなわ
ち，各ソルバーがある i 回目の緩和問題の求解で
得た反例を集め，i 回目で得られた全ての制約を
i + 1 回目に解く緩和問題に追加する．
• 手順 C3) 手順 C2 を終了するまで繰り返す．
なお今回はシミュレーション実行のため手順 C2 を同
期しているが，非同期に行えば，各ソルバーは自分以
外の反例をより早く知ることができ，並列化時の性能
は向上すると考えられる．
実装は，SAT 型制約プログラミングシステムである
Fun-sCOP [Soh 18] 上で行い，緩和問題の制約は順序
符号化を用いて節集合に変換した．SAT ソルバーは
GlueMiniSat (バージョン 2.2.5) [鍋島 12] を利用し，FunsCOP と GlueMiniSat の接続は IPASIR3 を拡張したも
のと JNA4 を用いて実現している．

5.2

本節で説明を行った方法では，各ソルバーで異なっ
た反例を列挙するために，異なる探索空間で緩和解を
計算する必要がある．今回は，以下の手順で各緩和問
題ソルバーの探索空間が異なるようにした．

• 与えられたグラフと同型なグラフへの写像をラン
ダムに生成する．
• 各緩和問題ソルバーは写像を使って，同型なグラ
フから緩和問題を生成・符号化して SAT ソルバー
を用いて解く．

シミュレーション方法と実装

ベンチマーク

ベンチマークには，Hypohamiltonian Graph を用いた．
Hypohamiltonian Graph は，ハミルトン閉路を含まない
グラフであり，かつ，任意の 1 つの頂点を削除すると
ハミルトン閉路を含むようになるグラフである．この
グラフを選んだ理由は，充足不能の問題は CEGAR の
繰返し回数が多くなると考えたことと，頂点の削除に
より充足可能な問題も作成できることである．
具体的なグラフは，Hypohamiltonian Graph を収集し
た Web サイト5 から取得した．但し，時間の制限上，す

• 反例を共有するときは逆写像を使って，元のグラ
フ上の反例として共有する．
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3 https://github.com/biotomas/ipasir
4 https://github.com/java-native-access/jna
5 https://hog.grinvin.org/Hypohamiltonian

(a) 共有なし

(b) 共有あり

図 6: 充足可能の問題例 28 問の解列挙における並列度と繰返し回数の関係

(a) 共有なし

(b) 共有あり

図 7: 充足不能の問題における並列度と繰返し回数の関係
べてのグラフに対して実験を行うことは難しかったの
で，最も頂点数が多い 32 頂点のグラフの中で内周が 5
であるような全てのグラフ (28 個) を用いた．
充足不能な問題例は上述のグラフ 28 個を使い，また
充足可能なグラフはインデックスが最小の頂点を 1 つ
削除することで 28 個作成した．以降では，列挙問題，
充足不能な問題の順で結果を説明する．

5.3

図 6 (a) は反例の共有を行わない場合で，図 6 (b) は
反例の共有を行う場合である．これらの図から並列化
により，反例の共有を行わない場合でも性能向上があ
ることが分かった．これは複数のソルバーが異なる探
索空間を探索しているため，あるソルバーが偶然ハミ
ルトン閉路を早く見つけることがあるためだと考えら
れる．反例の共有を行う場合は，さらに性能が向上し
ており，その有効性を確認することができた．

列挙問題に対する結果

図 6 は, 充足可能なグラフ 28 問の問題例について並
列度に対する性能向上を示したものである．縦軸は，並
列度が 1 の時の CEGAR の繰返し回数を基準として，ど
れぐらい回数が減ったかを逆数で示している．

5.4

充足不能の問題に対する結果

図 7 は, ハミルトン閉路を含まない 28 問の問題につ
いて並列度に対する性能向上を示したものである．
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図 7 (a) は反例の共有を行わない場合で，図 7 (b) は
反例の共有を行う場合である．これらの図から充足不
能の問題では，反例を共有しないと並列化の効果がほ
とんど出ないことが分かった．これは前節の充足可能
な問題例のように偶然早く充足不能を示すことができ
たソルバーがなかったからだと考えられる．反例の共
有を行う場合は，並列度に応じて性能が向上しており，
列挙問題と同様に有効性を確認することができた．
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おわりに

本稿では SAT 型 CSP ソルバーを対象とし，その並
列化方式の 1 つとして並列 CEGAR での反例の共有化
を提案した．ソルバー間で反例を共有することにより，
各ソルバーでの CEGAR の繰り返し回数が減少するこ
とが期待できる．提案する方式について，ハミルトン
閉路を列挙するシミュレーション実験で評価を行った
ところ，ソルバーの並列度を上げるにつれて CEGAR
の繰り返し回数が減少しており，並列処理による効果
が確認できた．
このとき共有している反例の情報は，並列 SAT ソル
バーで共有される学習節とは記述のレベルが異なると
考えられる．したがって，提案する方式と，並列 SAT
ソルバーでの学習節の共有を組み合わせることで，よ
り大きな性能向上が得られる可能性がある．今回は反
例の共有だけを実装したシミュレーション実験だった
が，今後，実際の並列 SAT ソルバーを用いて提案手法
の実装を行い，評価実験を行う予定である．
今後の課題として，ハミルトン閉路問題以外への応
用を調査すること，反例の共有に加えて学習節を共有
する方法を研究すること等が挙げられる．
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