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節集合の簡単化による MaxSAT ソルバーの高速化
Improving a MaxSAT solver by simplifying clause set.
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Abstract: SATELITE is a preprocess of SAT solver. It eliminates variables and clauses, and
decreases runtime of SAT solver. We use it in MaxSAT solver QMaxSAT which uses a normal SAT
solver as an inference engine and CNF encodings of Boolean cardinality constraints. We compare
QMaxSAT with SATELITE and without SATELITE by solving MaxSAT instances taken from
the MaxSAT Evaluation 2014 while changing SAT solver. In this comparison, we use minisat2.0,
minisat2.2.0, and glucose3.0 as an inference engine, and the CNF encoding “auto” which selects
an appropriate CNF encoding form three encodings.

1

はじめに

充足可能判定問題（Boolean Satisfiability Problem：
SAT）とは，与えられた命題論理式の充足可能性を判
定する問題であり，最初に NP 完全性が証明された問
題である [1]．人工知能や計算機工学における基本的な
問題として，スケジュール問題，回路検証問題，制約
充足問題などがあり，これらの問題を SAT 問題として
解くことができる．SAT 問題を解くためのプログラム
を SAT ソルバーと呼び，前述の問題をより多く解ける
ようにするために SAT ソルバーの性能向上は重要なこ
とである．
SAT 問題の拡張として，MaxSAT 問題がある．SAT
問題が与えられた命題論理式を充足するような変数割
り当てを探すのに対して，MaxSAT 問題はできるだけ
多くの節を満たすような最適解を求めることを目的と
している．MaxSAT 問題には，必ず満たさなければな
らない節（ハード節）とできるだけ多く満たしたい節
（ソフト節）からなる部分 MaxSAT 問題や，各条件に
重要度が重みとして付加された重み付き MaxSAT 問題
などがある．MaxSAT 問題を解くためのソルバーの一
つに QMaxSAT があり，推論エンジンとして SAT ソ
ルバーを使用している．
また，SAT 問題と解くときに事前に問題を簡略化する
プリプロセスという処理がある．プリプロセスを行う
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プログラム（プリプロセッサー）の一つに SATELITE
というものがある．本論文では MaxSAT 問題を解く
ときに SATELITE[2] の有無による性能の比較を行い，
MaxSAT 問題において各問題に対する SATELITE の
有用性を調べる．

2

QMaxSAT

QMaxSAT[3] とは，SAT ソルバーを推論エンジンと
して利用する，SAT 解に基づく解法を用いた MaxSAT
ソルバーである．QMaxSAT は PMS 問題を解くソル
バーである．また，近年 WPMS 問題も解けるように
なった．
与えられた PMS 問題（WPMS 問題）ϕ の MaxSAT
問題を求めることは，阻止変数 bi (i = 1, . . . , n) をソ
∑n
∑n
′
フト節に加えた ϕ に対して k=1 bi < k( i=1 wi ·
bi < k) を満たす最小の k を見つけることと等価であ
∑n
∑n
る． k=1 bi < k( i=1 wi · bi < k) は基数制約と呼ば
れ，この制約式を CNF 式へと符号化する手法がいくつ
も提案されている．QMaxSAT14.08-2.0 では符号化手
法として，Warners による符号化手法 [4]，Bailleux ら
による符号化手法 [5] ，Asin らによる符号化手法 [6]，
Ogawa らによる符号化手法 [7] の４つから指定する手
法を用いている [8]．
QMaxSAT では，最初のモデルを求めた後に，１度だ
け基数制約式の符号化を行う．その後のループで，前
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• Bailleux らによって提案された基数制約の CNF
符号化で Totalizer と呼ばれる．重み wi を一進
数で符号化，つまり wi のビット列で符号化し，そ
れぞれを一進加算して総和を求める機構を CNF
符号化している．

回の k に応じて制約を強めていく．以下に，QMaxSAT
の擬似コードを示す．
QMaxSAT の擬似コード

1. A = ϕb ; //ϕb ：阻止変数を付加した問題
2. j = 1; //SAT ソルバーの呼び出しカウンタ

• Ogawa らによる符号化で，Module Totalizer と
呼ばれる．重み wi を正整数 p を基数とする modulo 数で符号化し，それぞれトーナメント方式で
modulo 加算して総和を求める機構を CNF 符号
化している．modulo の商と剰余の加算の符号化
に，Bailleux の符号化が用いられている．

3. while (solve(A)) { //モデル Mj の探索
∑n
4.
kj = i=1 wi · bi ; //モデル Mj の下での
計算
∑n
5.
if (j == 1) A = A ∪ Card; // i=1 wi · bi
の SAT 符号化を A に加える
∑n
6.
A = A ∪ Card<kj ; //制約 i=1 wi · bi < k
の付加
7.

• Ası́n らによる符号化法で，Cardinality Network
と呼ばれる．重み wi を一進数で符号化し，トー
ナメント方式で併合ソートしていく機構を CNF
符号化している．ここで，併合は基数番目の要素
の併合結果と偶数番目の要素の併合結果を，下位
の方から順次比較することにより行われる．

j = j + 1;

8. }

• Warners による符号化方式で，Binary Adder と
呼ばれる．重み wi を二進数で符号化し，それぞ
れをトーナメント方式で二進加算して総和を求め
る機構を CNF 符号化している．

9. if (j > 1) return Mj−1 ;
10. else return unsatisfiable
以下に，擬似コードの簡単な説明を記載する．

• 阻止変数を付加した問題を用意する（１行目）
• SAT ソルバーを用いてモデルを探す（３行目）
• j 回目に得られたモデルにおいて，阻止変数に１が
∑n
割り当てられたソフト節の重みの合計 i=1 wi ·bi
を計算し，kj とする（４行目）

2.1

前述のそれぞれの方法で生成される変数と節の数は
次のようになる．
表 1: 変数と節の数
変数
節
bail
O(m · log m)
O(m2 )
ogaw
O(m · log m)
O(m3/2 )
2
asin
O(m · log m) O(m · log2 m)
warn
O(n · log w)
O(n · logw)
n：ソフト節の数
m：ソフト節の重さの総和
w：ソフト節の重さの最大値
*ogaw では p = m1/2 で計算している

• ループの１度目で基数制約の論理式を符号化し，
問題に付加する．符号化の方式は選択した方式に
よって異なる（５行目）
∑n
• 問題に制約 i=1 wi · bi < k を付加する．（６
行目）
• 擬似コードの３〜７行目を，モデルが得られなく
なるまで繰り返す．
• モデルが得られなくなった場合，最後のモデルが
最適解となる（９行目）
• もし最初のモデルが得られなかった場合，その問
題はハード節を満たすことができないため充足不
能と判断する (１０行目)
現在，QMaxSAT では基数制約の CNF 符号化の方
式が 4 つ組み込まれている．以下に符号化方式を示す．

生成される変数と節

これによると生成される変数の数は warn ≤ ogaw ≤
bail ≤ asin の順であり，生成される節の数は warn ≤
asin ≤ ogaw ≤ bail である．
PMS 問題は各ソフト節の重みが 1 の WPM 問題と
して考えることができるので，PMS 問題も WPM 問題
も同様のソルバーで解くことができる．
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2.2

3.2

符号化方式の自動選択

QMaxSAT には問題に応じて符号化方式を自動で選
択する auto という方式がある．最初に見つけた制約を
k ，問題の重さの合計を w としたとき，auto では以下
の方法で符号化方式を決定する．
1. if (⌈log2 k⌉ + ⌈log2 w⌉ < 15)
2. card = bail;
3. else if (k < 3)
4. card = warn;

Subsumption

Subsumption とは，SATELITE において節を削減す
るプロセスの一つである．
ある CNF 式の節 C1 , C2 が C1 ⊆ C2 の関係である
とき，C1 が True となるときは必ず C2 も True とな
る．そのため，すべての節を True にする SAT の推論
において C1 を考えていれば C2 を考えなくてもよくな
る．このとき，C1 は C2 を包摂する (subsume) と言い，
CNF 式から C2 を取り除くことができる．

3.3

Self-Subsumption

5. else if (⌈log2 w⌉ < 17)
6. card = ogaw;
7. else
8. card = warn;

3

SATELITE

SATELITE[2] とは，SAT ソルバーのプリプロセス
において処理を行うのプリプロセッサーの一つで，問
題を解くときに１度だけ処理を行う．SATELITE は与
えられた問題に対して，変数や節の数を減らすことで
問題を簡単にし，全体の計算時間を短縮することを目
的としている．ここでは，SATELITE の特徴について
説明していく．

3.1

3.4

論理ゲートによる節削除

CNF 式の中に含まれる節を組み合わせて論理ゲート
を作れる場合がある．例えば，CNF 式に（2）式のよ
うな節があるとする．

Variable Elimination

Variable Elimination とは，SATELITE において変
数を削除するプロセスのことである．
与えられた CNF 式に x を含む節 C1 = {x, a1 , . . . , an }
と ¬x を含む節 C2 = {¬x, b1 , . . . , bm } があるとする．
このとき，C1 と C2 から導出節 (resolvent)
C = {a1 , . . . , an , b1 , . . . , bm } を導くことができる．こ
の論文では，この導出関係を C = C1 ⊗ C2 と表すこと
にする．この導出関係は節の集合同士でも適用できる．
S1 を x を含む節の集合とし，S2 を ¬x を含む節の集合
とする．このとき，S1 ⊗ S2 は次の 1 式のようになる．
S1 ⊗ S2 = {C1 ⊗ C2 |C1 ∈ S1 , C2 ∈ S2 }

Self-Subsumption も Subsumption と同様に節を削減
するプロセスの一つである．この処理は Variable Elimination と Subsumption を組み合わせることで起こる．
例えば，C1 = {x, a, b}，C2 = {¬x, a} の二つの節が
′
あるとする．この二つの節の resolvent をとると，C1 =
′
{a, b} を導くことができる．このとき，C1 と C1 に着
′
′
目すると，C1 ⊆ C1 であるため C1 は C1 を subsume
′
することができる．そのため，CNF 式に C1 を加える
と C1 を取り除くことができる．このように，他の節
との resolvent をとった節を使って自身を subsume す
るような処理を Self-Subsumption と呼び，C1 は C2 を
使って Self-Subsumption を行って強化された，という．

(1)

この関係式を用いることで，CNF 式に含まれる変数
を削減することができる．ある CNF 式が与えられた
とき，x を含む節の集合を Sx とし，¬x を含む節を S¬x
′
とし，S = Sx ∪ S¬x とする．このとき，S = Sx ⊗ S¬x
′
とすると，S と S を入れ替えて推論を行うことができ
る．こうすることで，CNF 式に含まれる変数 x を削除
することができる．

. . . {x, ¬a, ¬b}, {¬x, a}, {¬x, b} . . .

(2)

これらの節から AND ゲート x = (a ∧ b) を取り出す
ことができる．3.1 節，3.2 節，3.3 節で述べたプロセ
スにこの論理ゲートの特徴を組み合わせることにより，
さらに CNF 式の節を削減することができる．
G を論理ゲートを作れる節の集合とする．その中で
x を含む節を Gx とし，¬x を含む節を G¬x とする．
G = Gx ∪G¬x となる．また，S を変数 x を含む節の集合
とし，R を S から G を取り除いた部分であるとする．つ
まり，S = G∪R となる．この G と R を x を含む部分と
¬x を含む部分に分けると S = (Gx ∪Rx )∪(G¬x ∪R¬x )
′
となる．3.1 節で述べたように S = Sx ∪ S¬x は S =
′
Sx ⊗ S¬x と置き換えることができることにより，S に
′
ついて考えればよい．S = Sx ⊗ S¬x を整理すると，
′
′′
′
′
′′
′
′
S = S ∪ G ∪ R となる．ただし， S , G , R はそれ
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表 2: 実験環境

CPU
メモリ
OS
制限時間

Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @2.80GHz
6.2GB
linux
1800 秒（1 問あたり）
表 4: 実験結果
問題の種類
none

表 3: 実験に使用した問題（MaxSAT Evaluation
2014[12] より）
種類
問題数
（略称）
部分 MaxSAT-crafted
（pms crafted）
部分 MaxSAT-industrial
（pms industrial）
重み付き部分 MaxSAT-crafted
（wpms crafted）
重み付き部分 MaxSAT-industrial
（wpms industrial）

421
568
310
410

ぞれ以下のようになる．

（minisat2.0）
pms crafted
319
pms industrial
367
wpms crafted
147
wpms industrial
159
（minisat2.2.0）
pms crafted
310
pms industrial
443
wpms crafted
156
wpms industrial
296
（glucose3.0）
pms crafted
320
pms industrial
456
wpms crafted
181
wpms industrial
308

once
319
378
146
158
314
433
154
297
319
456
182
300

′′

S = (Rx ⊗ Gx ) ∪ (G¬x ⊗ R¬x ),
′

′

G = Gx ⊗ G¬x , R = Rx ⊗ R¬x
′′

′

(3)

′

さらに，定理 S |= G ∪ R [9] を用いることにより，
′′
′
′′
S は S と置き換えることができる．|S | > |S | であ
′
るため，単純に resolvent をとった S より節の数を削
減できる．
′

4

実験

本章では SATELITE を MaxSAT ソルバーで使用し
た場合と使用していない場合での性能比較を行う．使用
した MaxSAT ソルバーは QMaxSAT であり，推論エン
ジンとして minisat2.0[10]，minisat2.2.0[10]，glucose3.0
[11] を使用している．表 2 に実験環境を，表 3 に使用
した問題を示す．
表 4 に符号化方式に auto を使用した時の実験の結
果を示す．上から順に minisat2.0，minisat2.2.0，glucose3.0 を推論エンジンとしたときの結果を表す．none
の列は SATELITE を使用していない時の結果を，once
の列は SATELITE を使用した時の結果を表す．また，
表の中の数字はそれぞれの方式で解けた問題数を表す．
minisat2.0 での pms industrial では 11 問，minisat2.2.0
の pms crafted では 4 問多くの問題を解いている．全
体的に解答数が少なくなっているほうが多い．
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表 5: SATELITE により節の数が減った問題の数
pms crafted
161
pms industrial
500
wpms crafted
120
wpms industrial 410

図 1: minisat2.0 での pms industrial の推論時間と解
けた問題数

図 2: minisat2.0 での pms industrial の同じ問題に対
する推論時間の比較

問題によっては SATELITE を使用しても変化がな
いものがある．表 5 に SATELITE によって節の数が減
少した問題の数を示す．pms crafted や wpms crafted
では 3 割〜4 割の問題でしか簡単化を行っていない．
pms industrial では 9 割近くの問題を，wpms industrial
ではすべての問題で簡単化を行っている．この結果から
crafted 分野よりも industrial 分野のほうが SATELITE
による影響が大きくなることがわかる．
次に実験結果のグラフを示す．グラフの特徴はすべ
ての問題の種類に対して同様であるため，結果の良かっ
た minisat2.0 での pms industrial のグラフだけを示す．
図 1 は minisat2.0 での pms industrial の問題数と推論
時間の関係をグラフにしたものである．グラフは推論
時間でソートしてある．横軸は問題数を表し，縦軸は
推論時間（単位は秒）を表す．例えば 400 秒以内に解
いた問題数を見てみると，SATELITE を使わない場合
は約 300 問の問題を解いたのに対して，SATELITE を
使った場合は約 320 問の問題を解いている．このグラ
フでは右側に来ているもののほうが性能が良いことを
表すので，SATELITE を使用した場合のほうが結果が
良かったことを示している．

図 2 は同じ問題に対する推論時間の比較のグラフで
ある．横軸は SATELITE を使わなかった場合の推論
時間（単位は秒）を表し，縦軸は SATELITE を使った
場合の推論時間（単位は秒）を表す．グラフの右端に
ある点は，SATELITE を使わなかった場合は制限時間
以内に解けなかった問題であるが，SATELITE を使っ
た場合は解けるようになった問題のことを表す．逆に，
グラフの上端にある点は SATELITE を使わなかった場
合は制限時間以内に解けた問題であるが，SATELITE
を使うことにより制限時間以内に解けなくなった問題
のことを表す．グラフの右下に来ているものが多いほ
ど良い結果となったことを表す．また，グラフの赤い
点は問題の変数の数が 15 万以上または節の数が 100 万
以上のものを表し，グラフの青い点は問題の変数の数
が 15 万未満かつ節の数が 100 万未満の問題を表す．
グラフの上端にある問題の数は 13 問であるのに対し
て，グラフの右端に来ている問題の数は 24 問であり，
結果として 11 問多くの問題を解いたことになる．ま
た，グラフの右下にある問題の数のほうが多いので全
体的に推論時間が早くなっていることがわかる．一方，
問題の変数や節の数に着目すると変数の数が 15 万以上
または節の数が 100 万以上のものはグラフの右下に多
く集まっており，またグラフの上端にある問題は 13 問
中 1 問となっている．この結果から，変数や節の数に
よって SATELITE が有効に働く場合と悪影響を与え
る場合があることがわかる．

5

おわりに

SATELITE により問題の簡単化を行えたものは industrial 分野に多くあった．改良を加えることにより industral 分野での性能向上が期待できる．SATELITE に
よる効果が一番大きかったのは minisat2.0 での pms industrial であった．minisat2.2.0 や glucose3.0 では良い
結果が得られなかったが，改良を加えることにより高
速化を図ることができる．問題によって SATELITE が
有効に働く場合と悪影響を与える場合があるので，問
題によって SATELITE を使い分けるソルバーを開発
すればさらに良い結果が得られると考えられる．今後
の研究課題としては，問題の特徴を解析し SATELITE
を使い分けるソルバーの開発を行うことである．
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