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の文献（例えばDyckhoff［6］，Hopper［7］，Lodi［12］）  

も参照いただきたい．  

2．長方形詰込み問題とは  

この節では，「長方形詰込み問題とは？」と題して，  

長方形詰込み問題の特徴，この間題の様々なバリエー  

ションについて概観することにしよう．   

まず，標準的な長方形詰込み問題について述べる．  

入力として，幅Ⅳ，高さ〃という大きさを持つ長方  

形（母材）が一つと，長方形（製品）集合′＝（1，2，  

…，〃）が与えられ，各長方形ブ∈Jに対し，幅軌と高  

さゐ～が与えられる．このとき，次に述べる二つの制  

約条件を満たすように，各長方形g（の左下隅）の座  

標（ごり〝ざ）を決定する．ただし，ここでは長方形の回  

転は許されないものとする（図1参照）．  

［条件1］長方形オ∈′は母材上に配置される．  

この制約条件は長方形g∈Jに対して，次の二つ  

の不等式（母材に対する横，縦方向の制約に相  

1． はじめに  

本シリーズ（切出し・詰込み問題とその応用）では，  

いくつかの対象物を互いに重ならないように配置する  

切出し・詰込み問題に関して，代表的な手法から最新  

の研究までを解説している．2回目の今回は，長方形  

詰込み問題に焦点を当て，問題，解法，およびその応  

用について解説しようと思う．   

長方形詰込み問題（rectangle packing problem）  

は，様々な大きさの長方形（製品）を二次元平面（母  

材）上に重なりなく配置する問題であり，幾何学や組  

合せ最適化の分野で古くから研究されてきた．また，  

VLSI設計においてモジュールの配置を決定する問題  

や，鉄鋼・繊維産業において，大きな鉄板や布から注  

文に応じた大きさの製品に切り分ける問題といった，  

実際的な問題とも密接な関わりを持ち，近年盛んに研  

究が行われている．   

本稿では，次の二つの視点から，長方形詰込み問題  

についての解説を行う．まず，長方形詰込み問題には  

非常に多くのバリエーションがあるという点に注目し，  

長方形詰込み問題に分類される様々な問題の紹介を行  

う．実務に携わる人にとって，研究の進んでいる様々  

な問題と，それらに対する有効な解法を知っておくこ  

とは重要であろう．なお，各問題毎に難しさや有効な  

解法が異なる場合があることに注意していただきたい．  

次に，長方形詰込み問題に対する様々な解法を紹介す  

る．その歴史の長さ，実用面での重要性，問題理解の  

容易さと問題解決の困難さといった要因から，これま  

でに多種多様な解法が提案されている．本稿では，紙  

数の都合（と筆者の趣味）から，組合せ的な近似解法  

に重点をおいた紹介となるが，興味を持たれた方は他  

当）がともに成立することと等価である．   

0≦㌫≦lγ一紺i，   

0≦机≦〃－ゐゴ．  

［条件2］長方形対ダ，ノ∈Jは互いに重ならない．   

この制約条件は長方形対才，ノ∈Jに対して，次の   

四つの不等式のうち一つ以上が成立することと等  

価である．   

Jォ＋れ㌧≦JJ，   

み＋紺ノ≦Jr，   

机＋在・≦仇，   

仇＋ん≦机．  

（3）  

（4）  

（5）  

（6）  

式（3）は，長方形gが長方形ノの左にある（正確に  
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図1長方形詰込み問題の例  
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図2 ギロチンカット（左）とそうでない例（右）  

図3 ストリップパッキング問題   
書くと，グの右辺の∬座標がノの左辺のJ座標以  

下である）ということを表している．同様に，式   

（4），（5），（6）は，ブがノの右，下，上にあることを  

それぞれ表す．   

この決定問題が「難しそう」であることに異論を挟  

む読者は少ないと思う（実際，他のNP完全問題を  

この間題に帰着することは容易である）が，NP完全  

であることには若干の説明が必要かもしれない．この  

間題の難しさは，制約条件2の「四つの不等式のうち  

一つ以上が成立する」に由来することに注目すると，  

各長方形対に対して式（3）から（6）のどれを採用するかを  

定めると（単純に見積もると4乃（乃▲1）／2 通りの可能性が  

ある）線形計画問題になるという方針によって，この  

間題がNPに属することを示すことができる．   

では次に，長方形詰込み問題で頻繁に考えられる二  

つの付加条件について考察しよう．一つ目は，長方形  

（製品）の回転であり，よく考えられるものに，回転  

なし／900回串云／自由回転というバリエーションがある．  

方向のある素材（木材や布地など）を扱う産業では，  

製品の回転は許されないであろうし，機械の制限から  

900回転のみが許されるという状況も多い．その一方  

で，自由回転を許すことよって，高価な素材を無駄な  

く利用することができる場合や，初等幾何学の興味深  

い問題になるということもある．幾何学やパズルの好  

きな方は，ぜひ文献［1，5］を参照いただきたい．   

二つ目は，母材の切り方（製品の詰込み方）に関す  

る制約で，一般にギロチンカットと呼ばれる制約であ  

る（図2参照）．途中で曲がることや止まることので  

きないカッターを使って素材を切る場合，母材の端か  

ら端まで直線的に切断することのみが許され，例えば  

図2右のような配置は実現不可能となる．次節で紹介  

する解法のうちのいくつかは，ギロチンカット制約を  

満たした配置を出力する．   

さて，はじめに紹介した問題は決定問題（すべての  

製品を定形の母材に詰込むことができるか否か）であ  

ったが，実際には設定を少し変更した最適化問題を考  

える方が有用であろう．次に，いくつかの代表的な長  

方形詰込み問題（最適化バージョン）を紹介する．  

336（38）  

2次元ナップサック問題 各長方形g∈Jに対し幅  

勅と高されの他に利得ciが与えられる．長方形集  

合Jからいくつかの長方形を選択するとき，それら  

の利得の総和最大化が目的であり，選択した長方形を  

重なりなく母材上に配置することが制約条件となる．  

特殊な状況として，隙間をなるべく小さくする（cf＝  

机九），できる限り多くの数の長方形を詰込む（cf＝1）  

といった問題を考えることもできる．   

2次元ビンパッキング問題 長方形集合J，各長方  

形オの幅勅と高さぁゎ および幅怖′，高さ〟という  

大きさの母材が複数与えられる．目的は，なるべく少  

ない数の母材に全製品を詰込むことである．この間題  

は，ビンパッキング問題の素直な拡張であり，文献  

［11］では，この間題に対する様々な解法を提案してい  

る．   

ストリップパッキング問題 長方形集合Jと幅Ⅳ  

（固定），高さy（可変）という大きさを持つ母材が  

一つ与えられる．すべての長方形を母材上に重なりな  

く詰込むという制約条件のもとで，母材の高さ yを  

最小化する問題を考える（図3および次の定式化を参  

照）．  

最小化 y  （7）  

条 件 0≦∬f≦Ⅳ一肌（オ＝1，…，乃），  （8）  

0≦机≦y－れ（g＝1，…，乃），   （9）  

長方形は互いに重ならない．  （10）  

この間題は，長方形詰込み問題の中で最も研究のすす  

んだ問題の一つであり［2－4，7］，節3．1では，この  

間題に対する解法を中心に紹介する．   

面積最小化問題 母材の大きさを幅ズ，高さy  

（ともに可変）として，母材の面積一方yを最小化する  

（次の定式化を参照）．  

最小化 Xy  （11）  

条 件 0≦∬g≦ズー紺ど（才＝1，…，乃），   （12）  

0≦机≦y－れ（g＝1，…，乃），   （l劫  

長方形は互いに重ならない．  （14）  

目的関数が2次となるため（一般的には）扱いがやや  
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タの進歩とアルゴリズムの改良により，比較的大きな  

規模の例題であっても厳密な最適解が求まる場合もあ  

る．興味のある方は，文献［10，13，14］を参照してほ  

しい．   

3．1一つずつ詰込む手法   

もしあなたが，図3のような母材と製品集合（ただ  

し製品数はもう少し多い）を与えられ，高さ yがな  

るべく小さくなるように長方形を配置せよ，という問  

題を与えられたらどうするだろうか1．各長方形を手  

に取り，その座標をおもむろに言い当てる，という方  

法で良い解を見つける（天才的な才能を持った）八も，  

もしかするといるかもしれない．しかし，この方法  

（座標を直接決定）では，長方形間の重なりや微妙な  

隙間の排除が困難であり，一般的に良質の解を得るこ  

とは難しいとされている．   

ある（勉強熱心な）人は，1次元の詰込み問題に対  

する近似解法を知っていて，それを応用することで問  

題解決を図るだろう．文献［4］では，ビンパッキング  

問題に対するいくつかの有力な近似解法（next－fit法，  

丘rs仁如法など）を元にした解法を提案し，近似度の  

理論的な解析を行っている（ここでは，ビンパッキン  

グ問題に対する解法の説明は省略する）．図5は，こ  

れらの解法で，1から6という長方形が番号順に詰込  

まれた様子を表しており，1や3（および（a）の5）と  

いう長方形がレベル（各レベルでは，長方形が左詰め，  

横一列にならぶ）を規定している．これらの解法は，  

next－fit（first－fit，best－fit）法で高さの降順  

（decreasing－height）に詰込むこ とから，NFDH  

（FFDH，BFDH）法と呼ばれており，手続きの単純  

さ，解析の容易さなどの優れた点がある．例えば  

NFDH法の場合，製品数をnとすると，高さ順に並  

べ替えるために0（乃logクワ）時間を要するが，実際に  

図4 正方形詰込み問題（々＝4，5）の最適解   

面倒であるが，各長方形対の相対的な位置関係（式（3）  

から（6）のどれを選択するか）が定まると，エ軸方向と  

〟軸方向に分離し，独立に扱うことができるという特  

徴を持つ．文献［15，16］は，この間題に対するアニー  

リング法に基づく近似解法を提案している．   

2次元カッティングストック問題 本シリーズ1回  

目に解説した，カッティングストック問題を2次元に  

拡張した問題で，前述の2次元ビンパッキング問題を  

一般化した問題である．入力として，各ブ∈Jに対し，  

幅勘と高さゐz・の他に注文数威が与えられ（つまり，  

同じ形状の製品が複数ある），全製品を固定の幅と高  

さを持つ母材に詰込むときの，母材利用数最小化が目  

的である．   

上述の代表的な問題と比べると単純で特殊ではある  

が，数学的に興味深い詰込み問題を最後に二つ紹介し  

ておく．   

正方形詰込み問題1辺の良さ1の正方形が々個与  

えられる．これらをなるべく小さい正方形の母材上に  

詰込む問題を考える．回転なしの場合は簡単（母材の  

1辺の長さは「√㌃1）であるが，自由回転を許す場合  

は難しい．図4は々＝4，5の最通解であるが，例えば  

々＝6，10，11ではどうなるだろう？   

パレットローディング問題 幅Ⅳ，高さ〃という  

大きさを持つ母材が一つと，幅紺，高さゐという同  

一の大きさを持つ製品が複数与えられる．製品が互い  

に重ならない，900回転のみ許されるという条件のも  

と，母材上に配置することのできる製品の最大数を考  

える問題である．この間題の特徴として，入力ビット  

長が短い（0（log肋ゐ））こと，問題の難しさ（NP  

困難か？ NPに属するか？）が明らかになっていな  

いことの2点が挙げられる．  

3．実用的な解法の紹介  

前節では，長方形詰込み問題の様々なバリエーショ  

ンを紹介してきた．これらの問題の多くはNP困難  

であり，実用的な規模の例題に対して厳密な最適解を  

望むことは難しい．そこで本節では，いくつかの近似  

解法について解説したいと思う．ただし，コンビュー  

2005年5月号  

（a）NFDH  （b）FFDH  （C）BFDH  

図5 レベルアルゴリズムの例  

1筆者らは，製品数9という小規模な例題を木製のパズル  

として作成し，まわりの人に出題した．15分から30分が  

平均的な解答時間で，途中で投げ出す人や3分で解いてし  

まう人もいた．  
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3．2 相対位置に基づく手法   

次は，長方形間の相対位置を初めに決定するタイプ  

の手法を紹介しよう．前節でも述べたが，長方形詰込  

み問題の難しさは，各長方形対ごとに式（3）から（6）のい  

ずれかが成立するという部分にある．ここで紹介する  

解法では，どの不等式を成立させるかをまず決定し，  

それに基づいて座標を決定することを試みる．   

このタイ70でもっとも素朴な方法は，各長方形対ご  

とに独立に不等式を選択した後，線形計画問題を解く  

ことで座標を決定する手法であろう．不等式の選び方  

は4乃（乃‾1）／2 通りあり，この中には最適解に対応する不  

等式の選び方も含まれている．つまり，運がよければ  

この方法で最通解を得ることができる．しかし，この  

方法にはいくつかの欠点があり，実際には有効ではな  

い．その理由の一つは，4乃（乃‾l）／2 という候補数は非常  

に多く，最適な組合せを見つける確率は限りなく0に  

近いということ．そして，各長方形の座標を計算する  

ために，制約式の数が0（乃2）の線形計画問題を解く  

必要があること．最後に致命的な欠点として，不等式  

の組合せの中には実現不可能なものが多く含まれてい  

る，ということが挙げられる．例えば，三つの長方形  

a，b，Cがあり，これらの間に「aはbの左」，「bはc  

の左」，「Cはaの左」という不等式が選ばれたとする  

と，これらを配置できないことは明らかであろう．   

これらの欠点を改善した手法がいくつか提案されて  

いるので，ここではその中から二つの手法を紹介する．  

一つ目は，文献［17］が提案している手法で，2分木を  

利用して長方形間の不等式の割当を決定する方法であ  

る．まず，図7にあるような，葉の数が乃の2分木  

を準備する．各葉は長方形（製品）に対応し，内部節  

点には位置関係を表すラベルが入る．長方形間の位置  

関係は，その共通の祖先で最も深い内部節点のラベル  

によって決まる．ここで，hは水平方向のカットで長  

方形対が切り分けられることを表し，Ⅴは垂直方向の  

カットを表すラベルである．例えば，図7の長方形3  

と5の場合，‘hラベル，の節点の左の子孫として5が，  

右の子孫として3があり，このとき5を3の下に配置  

することにする．この規則によって，一つの2分木か  

図6 BL法の動作の一例  

詰込む部分は線形時間で実現可能である．また，この  

解法で得られる解は，必ず最適解の高さの3倍（正確  

には，2倍＋max∫ゐど）以内という保証もある．しか  

し一方で，各レベルの右上の部分に無駄領域が生じや  

すく，実用面を考えるとこのままでは使いものになら  

ないという欠点もある．文献［11］は，この無駄部分を  

有効活用することで，実用的にも精度の高い解法を提  

案している．   

また別の人は，「難しいことを考えずに，下の方か  

ら順番に詰込む」という手法を採用するかもしれない．  

少し単純すぎるように思うかもしれないが，このタイ  

プの手法もよく研究されており，数値実験から実用上  

の性能が高いとされている．文献［2］で提案されてい  

る手法はBL法（bottomleftalgorithm）と呼ばれ，  

はじめに長方形に番号をつけ（図6では1から6），  

この順に従って，なるべく下，同じ高さであればでき  

る限り左に詰込むということを繰り返す．この解法の  

計算時間は0（乃3），解の精度は最適解の3倍以内とい  

うのが最悪の場合の見積もりであるが，多くの例題に  

対しては，0（乃2）の計算時間で最適解から20％以内  

の解を出力する．また，この手法では，長方形の番号  

付けが解の良し悪しを決定するが，面積の大きい順と  

いった簡単な基準や，メタ戦略を用いてよい番号付け  

を探索することで，より精度の高い解を見つけること  

ができる［7］．   

ここまでに紹介した解法では，詰込み前にあらかじ  

め長方形に番号を付け，この番号順に長方形を配置す  

るという戦略をとってきた．その一方で，文献［3］で  

は，順番を決めない詰込み戦略が提案されている．こ  

の解法は，なるべく隙間を作らないような長方形を，  

順次選択・配置していくという欲張り法で，大規模な  

例題に対しても実用的な時間でアルゴリズムを実行す  

ることができる．また，数値美馬鋸こ基づく性能評佃で  

は，多くの例題に対して，非常に良質な近似解を発見  

できることが明らかになっている．  

図7 2分木を用いた解表現  
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積最小化問題に対して，文献［9］で提案されている局  

所探索法によって得られた配置を示す（長方形数100，  

充填率96％，計算時間7秒）．  

4．おわりに  

本稿では，長方形詰込み問題の紹介と，様々な解法  

についての解説を行ってきた．紙数の都合上，詳細ま  

では立ち入らない部分も多かったが，興味を持たれた  

方は，ぜひ参考文献も手にとっていただきたい．   

このシリーズの最終回となる3回目は，多角形詰込  

み問題についての解説を行う．この間題も，とても重  

要かつ難しい問題であり，読者に興味を持ってもらえ  

るものと確信している．  
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図8 順列対を用いた解表現  
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