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Abstract: Constraints allow the declarative specification of various problems in many fields.

In particular, constraint hierarchies that enable soft constraints with hierarchical preferences are

useful for programming interactive graphical applications. This paper proposes an algorithm for

solving constraint hierarchies possibly with nonlinear constraints. Instead of directly solving a

constraint hierarchy, it successively generates and solves ordinary constraint problems by using an

external SMT solver.

1 はじめに

制約は人工知能，ソフトウェア，計算機支援設計等
の多くの分野の様々な問題を宣言的に記述できる．特
に視覚的アプリケーションにおけるオブジェクトの間
の位置関係を自然に表現できるため，制約はユーザー
インターフェースやコンピューターグラフィックスの分
野でその初期 [14]から最近 [11, 15]に至るまで研究さ
れている．
ソフト制約は，制約を用いた視覚的アプリケーショ
ンの構築で重要である．視覚的オブジェクトには，画
面上の可能な位置の範囲，他のオブジェクトとの位置
関係，マウスによるドラッグ等を表現する様々な制約
を課す必要がある．このため，プログラマーがソフト
制約を使わずに全ての制約を矛盾なく指定することは
困難である．
制約階層 [3] はソフト制約のための理論的枠組みと
して広く用いられている．制約階層で，各制約は，強
さと呼ばれる階層的な選好が割り当てられ，解は強い
制約を可能な限り多く満たすように定められる．この
ような制約階層を視覚的アプリケーションのために解
くアルゴリズムの研究がこれまでに多く行われている．
特に線形制約からなる制約階層を解く効率的なアルゴ
リズムが存在する．しかし，非線形制約を含む制約階
層を扱うことは依然として困難である．
本研究では，非線形制約を含む制約階層を解くアル
ゴリズムを提案する．制約階層を直接解く代わりに，本
アルゴリズムは外部の SMTソルバーを用いて，通常
の制約問題を繰り返し生成し解消する．本研究では実
験により，本アルゴリズムが least-squares-betterと呼
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ばれる基準に基づく制約階層の高精度な解を求められ
ることを示す．
本稿は以下の構成からなる．まず 2節で本アルゴリ
ズムの関連研究を述べる．次に 3節で制約階層を簡単
に説明し，その記法を与える．その後，4節でアルゴリ
ズムを提案し，5節で実装を述べる．6節で実験結果を
示し，最後に 7節で結論と今後の課題を述べる．

2 関連研究

制約階層の初期のアルゴリズムの多くは，グラフ的
な手法でデータフロー制約を扱っていた [5]．この種の
アルゴリズムは，連立した制約や不等式制約の処理能
力が不十分であったため，応用領域が限られていた．
線形制約を扱うアルゴリズム [2, 6, 12]は，制約階層
における連立した制約や不等式制約を適切に処理でき
る．特に Cassowary [2]は，Apple Auto Layout [1]の
内部のソルバーとして広く利用されている．しかし，こ
れらは幾何制約等の非線形制約を扱えない．
非線形制約を含む制約階層を解くために，近似的な
アルゴリズム [7, 10]が提案されている．また，階層的
最小 2乗法 [8]や，階層的 Lagrange乗数法 [9]に基づ
く，非線形制約を含む制約階層のためのより高精度な
なアルゴリズムも提案されている．しかし，著者の知
る限り，実用的なアプリケーションで用いられている，
この種のアルゴリズムは存在しない．
近年，様々な制約を解く一般的な手法として，SMT

(satisfiability modulo theories) [13]が注目を集めてい
る．Z3 [4]は SMTソルバーの一例である．本研究で
は，制約階層を解くために，SMTソルバーの一般的な
能力の活用を試みる．
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3 制約階層

本研究では，least-squares-better (LSB) [3]と呼
ばれる解の基準に基づいて，非線形制約を含む実数領
域上の制約階層の解の一つを求める問題を扱う．制約
階層で，各制約は，強さと呼ばれる階層的な選好が割
り当てられる．制約階層は有限個のレベルからなり，最
上位のレベルは，常に満たすべき必須制約 (ハード制
約)を保持し，下位のレベルは，必要ならば緩和されう
る選好制約 (ソフト制約)を保持する．強さは記号的に
required，strong，medium，weakと表されることが多
い．理論的に LSBの解集合は，同じ強さの制約の誤差
の最小 2乗和を最強から最弱へ次々と計算することで
得られる解からなる．
本稿では以下の記法を用いる．強さを 0と正整数 lの
間の整数で表す．強さ 0は必須制約であることを，0で
ない強さは選好制約であることを示す．直観的に，強
さは整数 kが大きいほど，選好が弱いことを意味する．
制約階層を H = (H0,H1,H2, . . . , Hl)で表し，各 Hk

は強さ k の制約の多重集合である (制約階層は同じ制
約を複数個含むことを許すため，通常の集合の代わり
に多重集合が用いられる)．制約階層 H のレベル kの
j番目の制約を ckj で表す．H に現れる変数をベクトル
xで表し，その各成分 xi は変数を示す．

4 提案アルゴリズム

本研究では，SMT ソルバーを用いて，制約階層の
LSB解を求めるアルゴリズムを提案する．本アルゴリ
ズムは制約階層を直接解く代わりに，通常の制約問題
を繰り返し生成し解消する．SMTソルバーはそのよう
な制約問題を解くために用いる．
本アルゴリズムを図 1に示す．入力として，変数xに

関する制約階層H を取る．H の LSB解を見つけると，
その解を表す x の変数割当を返し，そうでない場合，
空の変数割当を返す．xの変数割当 θとは xから実数
への関数であり，x中の変数 xiに対して θ(xi)は xiの
値を表す．本アルゴリズムは内部的に，制約問題 C を
xについて解く関数 solveを用い，これを solve(C,x)

と表し，このために外部の SMTソルバーを呼び出す．
さらに制約の誤差を 2 通りの方法で表現する関数

errorを用いる．error(ckj ,x)とした場合，ckj の誤差を
xの関数で表す．一方，error(ckj , θ(x))とした場合，θ

によって値が割り当てられた変数 xに対して ckj の誤差
を実数値で計算する．通常，制約の誤差は左辺と右辺
の間の差の絶対値として計算する (これを制約の違反や
残差と呼ぶこともある)．本アルゴリズムは微小な実数
の定数値 εを用いて，二分探索中に計算した上限と下
限が十分に近いかどうか判定する．

1: θ ← solve(H0,x)

2: if no such θ was found then

3: return empty assignment

4: end if

5: C ← H0

6: for k = 1 to l do

7: blow ← 0

8: bup ←
∑

ck
j
∈Hk

error(ckj , θ(x))
2

9: while bup − blow > ε do

10: c←
(∑

ck
j
∈Hk

error(ckj ,x)
2 ≤ blow+bup

2

)
11: θ ← solve(C ∪ {c},x)
12: if such θ was found then

13: bup ←
∑

ck
j
∈Hk

error(ckj , θ(x))
2

14: else

15: blow ← blow+bup
2

16: end if

17: end while

18: c←
(∑

ck
j
∈Hk

error(ckj ,x)
2 ≤ bup

)
19: C ← C ∪ {c}
20: end for

21: return θ

図 1: 変数 xに関する制約階層Hを解くアルゴリズム．

本アルゴリズムは以下の通り動作する．最初に 1～
4行で，必須制約を処理する．次に 5～20行で，選好
制約を最強から最弱へ処理する．6 行以降の forルー
プで，強さ kの制約を処理し，誤差の最小 2乗和の上
限値 bupを二分探索で計算する．その後に 18行で，計
算した上限値で最小 2乗和を制限する新たな制約を生
成し，19行で，後の計算のためにその制約を保持する．
最後に 21行で，変数割当を解として返す．

5 実装

Z3 SMTソルバー [4]の 4.8.7版を用いて，提案アル
ゴリズムをPython 3.7.3で実装した．本実装は，Z3に
類似するAPIを採用し，本アルゴリズムを実装するク
ラス ch.Solverを提供する．図 2 に示すように，必須
制約と選好制約は ch.Solverのインスタンスに追加さ
れ，解は ch.Solverのメソッド solveを呼び出すこと
で計算される．

6 実験

本節では，提案アルゴリズムを評価するために行っ
た二つの実験の結果を示す．
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import z3
import ch
solver = ch.Solver()
x = z3.Real(’x’)
y = z3.Real(’y’)
solver.add(y >= x * x)
solver.add(x >= -1)
solver.add_strong(x == -2)
solver.add_weak(y == -1)
solution = solver.solve()

図 2: 実装した提案アルゴリズムで制約階層を解くプ
ログラムの例．
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図 3: 非線形制約と線形制約からなる制約階層．

6.1 非線形および線形制約

最初の実験では，一つの非線形制約と三つの線形制
約からなる次の制約階層を用いる．

required y ≥ x2

required x ≥ −1
strong x = −2
weak y = −1

これは論文 [9]から引用したものである．
この制約階層は，図 3に示すように唯一の理論上の

LSB解 (x, y) = (−1, 1)を持つ．解は二つの必須制約で
作られる黄色の領域の内部または境界に存在しなけれ
ばならない．次に strong制約 x = −2を最大限満たす
ために，解は x = −1を満たさなければならない．さ
らに weak制約 y = −1を最大限満たすために，唯一の
解 (x, y) = (−1, 1)が定められる．
図 2は，この制約階層を解くプログラムである．この
プログラムを実行した結果，(x, y) = (−1, 1)が得られ
た．これは理論上の LSB解に一致する．Windows 10

で動作する 1.6 GHz Core i5-8250U上でこのプログラ

ムを 10回実行した際の平均時間は 0.259秒であった．

6.2 幾何制約

二つ目の実験では，二つの制約階層からなる図形的
配置の問題を用いる．このプログラムは論文 [8]から引
用したものである．最初に次の制約階層を扱う．

required x2 + y2 = 1002

weak x = 150

weak y = 150

その後，次の制約階層を扱う．

required x2 + y2 = 1002

strong x = −90
strong y = 120

weak x = 100/
√
2

weak y = 100/
√
2

この問題は，対話型視覚的アプリケーションでの強い
制約と弱い制約の典型的な使用方法を示したものであ
る．これは，円周上に制約された点 (x, y)がユーザーに
よって動かされる状況を想定している．一つ目の制約階
層は，図 4(a)に示すように，(150, 150)に可能な限り近
付くように点の初期配置を求める ((150, 150)はデフォ
ルトの位置と見なせる)．この制約階層の理論上の LSB

解は (x, y) = (100/
√
2, 100/

√
2) = (70.7 · · · , 70.7 · · ·)

である．その後，二つ目の制約階層は，図 4(b)に示す
ように，(−90, 120)に可能な限り近付くように点の位
置を変更するが ((−90, 120)はユーザーが試みる点の移
動先を示す)，同時に，直前の位置 (100/

√
2, 100/

√
2)

に点を近付ける弱い選好も満たそうとする (これは更新
されたデフォルトの位置と見なせる)．この制約階層の
理論上の LSB解は (x, y) = (−60, 80)である．
一つ目の制約階層を解くプログラムを実行した結果，

(x, y) = (42426231301022359 / 600000000000000,

70.7109707343) が得られた．これは理論上の LSB 解
(100/

√
2, 100/

√
2)に非常に近い．このプログラムを 10

回実行した際の平均時間は 0.304秒であった．二つ目
の制約階層を解くプログラムを実行した結果，(x, y) =

(−60, 80)が得られた．これは理論上の LSB解に一致
する．このプログラムを 10回実行した際の平均時間は
0.835秒であった．

7 おわりに

本研究では，SMTソルバーを用いて，非線形制約を
含む制約階層を解くためのアルゴリズムを提案した．実
験の結果，本アルゴリズムは制約階層の高精度な解を
求めることができた．
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図 4: 幾何制約からなる制約階層：(a)初期配置；(b)変
更後の配置．

今後の課題として，本アルゴリズムを用いた対話的
アプリケーションの開発と，その実用性の確認が挙げ
られる．また，本アルゴリズムの性能の向上も必要で
ある．
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