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１．は　じ　め　に
　配置問題とは，いくつかの対象物を互いに重ならない
ように与えられた領域内に配置する問題であり，多くの
分野に応用を持つ生産計画問題の１つである．この問題
は，対象物や領域の次元，形状，配置制約，目的関数等に
より非常に多くの種類があることが知られている．代表
的な問題に長方形詰め込み問題があり，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．この問題はNP

困難であり，実用的な規模の問題例に対して厳密な最適解
を求めることは難しいため，様々な近似解法が提案され
てきた．その代表的なものにbest-fit法［1］がある．best-

fit法とは，注目している隙間を最大限に利用できる長方形
を詰め込むことを繰り返す解法である．この解法はデー
タ構造を工夫することで，n個の長方形をO（n	log	n）時
間［3］で配置することができる．また，best-fit法を含む
多くの近似解法は，長方形を下にも左にも移動できない
位置に配置するが，そのような点を効率的に求める手法
が著者らによって提案された［2］．
　本研究では，実用上重要である２つの配置問題（３次
元ストリップパッキング問題，レクトリニア図形配置問
題）に対して，best-fit法を拡張した手法を提案し，文献
［2］の結果を用いた効率的実現法を提案する．また，提
案手法の実問題に対する性能を検証するため，数値実験
を通して既存手法との比較を行う．紙数の都合上，本稿
では３次元箱詰め問題に対する研究の概略を紹介するに
留める．詳細は文献［5］を参照されたい．
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	 In	this	research,	practical	algorithms	for	cutting	and	packing	problems	are	studied.	most	of	cutting	
and	packing	problems	are	known	to	be	NP-hard,	and	heuristic	algorithms	have	been	proposed	in	these	
decades.	 For	 the	 rectangle	 packing	 problem,	 the	 best-fit	 algorithm	 was	 proposed	 in	 2004	 and	 is	 a	
representative	 heuristic	 algorithm	 nowadays.	We	 proposed	 an	 efficient	 implementation	 of	 the	 best-fit	
algorithm	and	analyzed	its	theoretical	approximation	ratio.	We	also	proposed	an	efficient	algorithm	that	
enumerates	 all	 the	 bottom-left	 stable	 positions	 for	 a	 layout	 with	 overlap.	 In	 this	 report,	 we		
introduce	 the	 best-fit	 heuristic	 for	 the	 three-dimensional	 packing	 problem	 and	 give	 an	 efficient	
implementation.	We	also	study	the	best-fit	heuristic	for	the	rectilinear	block	packing	problem.

２．３次元配置問題
　３次元配置問題は，配置制約や目的関数の異なる複数
の問題の総称である．本稿では，３次元ストリップパッ
キング問題と呼ばれる問題を考えるが，提案するアルゴ
リズムのアイデアは，他の問題にも自然に適用すること
ができる．３次元ストリップパッキング問題の入力は，
直方体の容器の幅Wと高さH及び直方体集合 I	=	{1,	2,	

...	,	n}に含まれる各直方体 i∈	Iの幅wi	，高さhi	，奥行きdi

である．各直方体は t（≤	n）種類の形状集合K	=	{1,	2,	...	,	t}

のいずれかを形状として持つものとする（すなわち直方
体 iと jの形状がともにk∈Kであれば，wi	=	wj	，hi	=	hjか
つdi	=	djが成り立つ）．問題の目的は，各直方体を重な
らないように容器に詰め込み，容器の可変長の奥行きD
を最小化することである．なお，本稿では直方体の回転
を許さない問題を考えるが，本稿で提案するアルゴリズ
ムは回転を許す問題にも自然に拡張できる．座標のX

軸，Y軸，Z軸はそれぞれ直方体又は容器の幅，高さ，
奥行き方向に対応し，右（同様に上，手前）に行くほど
X（同様にY，Z）座標は大きくなるものとする．直方
体 iを配置したとき，iの最も奥かつ下かつ左の頂点の座
標を（xi	,	yi	,	zi	）と表し，これを単に直方体 iの座標（ある
いは参照点の座標）と呼ぶ．直方体の回転を許さないた
め，各直方体の配置を座標を用いて一意に定めることが
できる．この問題を定式化すると次式のようになる：

	 目的関数	 D→最小化
	 制約条件	 0	≤	xi	≤	W	–	w	i,	 ∀i∈	I	,	 （1）
	 	 0	≤	yi	≤	H	–	hi	,	 ∀i	∈	I	,	 （2）
	 	 0	≤	zi	≤	D	–	di	,	 ∀i	∈	I	,	 （3）
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	 	 任意の相異なる直方体対	 （4）
	 	 i,	j	∈	I	が次の６つの不等式の
	 	 少なくとも１つを満たす：
	 	 	 xi	+	wi	≤	xj	,	 xj	+	wj	≤	xi	,

	 	 	 yi	+	hi	≤	yj	,	 yj	+	hj	≤	yi	,

	 	 	 zi	+	di	≤	zj	,	 zj	+	dj	≤	zi	.

制約条件（1）–（3）は各直方体 i	∈	Iが容器の中に配置
されていることを，制約条件（4）は直方体が互いに重
ならないことを表す．

３．ア　ルゴ　リ　ズ　ム
　本研究では，文献［2］で提案した２次元上のBL点を
発見するアルゴリズムFind2D-BLを用いて，best-fit法
による３次元の箱詰めを行うアルゴリズムを提案する．
3.1節で一般的に多角形の重なり判定に用いられるno-

fit	polygonの説明を行い，3.2節でFind2D-BLの説明
を行う．3.3節で３次元箱詰めの解法について説明す
る．

3.1	 no-fit	polygon
　no-fit	polygon（NFP）とは，平面上で多角形の重なり
を判定する方法である．多角形PとQが与えられ，Pの
配置が固定されているとする．このとき，PとQが重な
りを持つようなQの参照点の座標の集合をPに対するQ
のNFPと呼び，NFP（P,Q）と表す．PとQがともに長方
形の場合，NFP（P,Q）はQをPと接するように平行移動
させたときのQの座標（本稿では左下の頂点の座標）の
軌跡の内部領域である．
　同様の考え方を３次元に拡張することにより，直方体
の重なりを判定するNFPを作成することができる．具
体的には，位置（xj	,	yj	,	zj	）に配置されている直方体 jに
対する直方体 iのNFPは，

	 N	F	P（j,	i）	=	{（x,	y,	z）|	xj	–	wi	<	x	<	xj	+	wj	,

	 	 yj	–	hi	<	y	<	yj	+	hj	,

	 	 zj	–	di	<	z	<	zj	+	dj	}

である．以後，３次元に拡張したNFPのことも単にNFP

と呼ぶ．

3.2	 ２次元上のBL点発見法
　既配置の長方形がいくつかあり，新たに長方形 iを配
置しようとするとき，２次元上のBL点とは，長方形 iを
既配置の長方形に重なりなく配置できる位置の中で，Y

座標が最も小さく，Y座標が同じときはX座標が最も小
さい位置である．Find2D-BLは，NFPを用いて２次元
上のBL点を発見するアルゴリズムである．

　既配置の長方形全てに対し長方形 iのNFPを作成する
と，iの座標がそれらNFPのいずれの内部にも含まれな
いならば，既配置の長方形のいずれとも重なることなく
iをその位置に置くことができる．また，容器内部に配
置するという制約も容器に対するNFPを用いて表現で
きる．Find2D-BLは，走査線（sweep-line）を用いてこ
のような点を発見するという考え方に基づいている．X

軸に平行な走査線を考え，これを容器の底からY軸の上
方向に向かって動かす．このとき，走査線上の任意の点
におけるNFPの重複の数が分かるようなデータ構造を
維持しておく．走査線上でNFPの重複数が０になる位
置が初めて現れたとき，走査線上のそのような位置の中
でX座標の値が最も小さい位置がBL点となる．図１の
左の図はいくつかの既配置の長方形（aとb）とこれか
ら置こうとする長方形 iを表し，右の図は既配置の長方
形に対する iのNFPと容器に対する iのNFP（太線が
NFPの境界），及びBL点（中央の黒丸）を示している．
　既配置の長方形の数をmとすると，Find2D-BLは
O（m	log	m）時間でBL点を見つけることができる．

3.3	 ３次元におけるbest-fit法
　本節では，３次元におけるBL点の定義を説明した後，
Find2D-BLを用いた３次元におけるbest-fit法のアルゴ
リズムを提案する．はじめにこれから使用する用語を定
義する．直方体の６面の中でX-Y平面に平行な２つの面
のうち，Z座標の大きい方をその直方体の前面，もう一
方を背面と呼ぶ．一般性を失うことなく，Z座標が0の
X-Y平面を容器の最も奥とし，容器の背面と呼ぶ．
　次に３次元上のBL点について説明する．任意の２点
Pi	=	（xi	,	yi	,	zi	）とPj	=	（xj	,	yj	,	zj	）に対して，

	 （	zi	<	zj	）	∨（	zi	=	zj	∧	yi	<	yj	）
	 	 ∨（	zi	=	zj	∧	yi	=	yj	∧	xi	≤ 	xj	）

が成り立つ時，Pi	 BL	Pjと記すことにする．この順序関
係をBL順序と呼ぶ．既配置の直方体がいくつかあり，

図１：２次元のBL点の例
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新たに直方体 iを配置しようとするとき，３次元上のBL

点とは，直方体 iを既配置の直方体に重なりなく配置可
能な位置の中で，BL順序の最も小さい位置である．以
後，３次元上のBL点のことを，３次元におけるBL点
または単にBL点と呼ぶことにする．
　３次元のbest-fit法を説明する前に，まず２次元にお
けるbest-fit法を説明する［1］．これは長方形を一つずつ
配置する構築型解法である．まず，長方形間に幅の降順
などの優先順位を定めておく（その他の順位付けルール
については文献［1］を参照）．既配置の長方形 jの上辺
（Y座標がyj	+	hjの辺）と容器の底辺をY座標の昇順に並
べ，この順に従って各辺上で以下のことを行う．現在注
目している辺からX軸に平行に両側に線を伸ばし，容器
の壁または既配置の長方形に遮られた位置までの線分を
考える．この線分を，lowest	available	gapを略してLaG

と呼ぶ．LaG上に配置可能な未配置の長方形の中から
優先順位の最も高いものを選び，LaG上のX座標の最
も小さい位置に長方形の左下の頂点を配置する（文献
［1］では配置位置について他の方法も提案されている）．
LaGから配置した長方形の底辺と重なる部分を削除し
た残りの線分を新たなLaGとして同様の操作を繰り返
す．LaG上に未配置のいずれの長方形も置けなくなっ
たら，次の辺に移動し同様の操作を繰り返す．このよう
にLaGのY座標はアルゴリズムの実行全体を通して単
調非減少であり，新たな長方形 iを配置するとき，既配
置の長方形はそれ以前の時点でのLaG上にその底辺が
置かれている．その結果，iを配置する時点では，配置
済みの長方形でその底辺が現在のLaGより上にあるも
のは存在しない．したがって，新たな長方形 iをLaG上
に配置する際，iの幅がLaGの長さ以下であれば，iの
高さにかかわらず既配置のどの長方形とも重複しない．
　さて，以下では，best-fit法の異なる解釈を考える．前
述のBL順序は２次元においても同様に定義できる．未
配置の長方形全てに対してBL点を求める．その中でBL

順序の最も小さい位置は，上述のアルゴリズムが注目す
るLaG上のX座標の最も小さい位置に相当する．よっ
て，２次元におけるbest-fit法は以下のように言い換え
られる．未配置の長方形全てに対してBL点を求める．
その中でBL順序の最も小さい位置に，この位置をBL

点として持つ長方形の中から優先順位の最も高いものを
配置する．これを未配置の長方形がなくなるまで繰り返
す．このルールは自然に３次元に拡張することができ，
その結果３次元におけるbest-fit法が得られる．
　３次元におけるbest-fit法は，未配置の直方体が１つ
以上配置可能な位置の中でBL順序の最も小さい位置に，
配置可能な直方体の中で最も優先順位が高いものを配置
する操作を，未配置の直方体がなくなるまで繰り返す方
法である．そのような配置位置およびそこに配置できる

直方体集合は，たとえば未配置の直方体全てに対して３
次元におけるBL点を計算することで得られるが，以下
ではこの計算を高速に行う方法を考える．
　ある直方体 iをBL点に配置するとき，iの背面は他の
直方体の前面または容器の背面と接する．以上より，既
配置の直方体の前面と容器の背面の座標の値に ziの候補
を絞って探索すればよいことが分かる．
　これらの候補の各値 z	′（例えば直方体 jの前面であれ
ば z	′ =	zj	+	dj	）におけるX-Y平面を z′の昇順に並べ，こ
の順に従って以下の操作を行う．現在注目している値z	′
におけるX-Y平面と重複をもつ既配置の直方体のおの
おのをこの平面で切断したときの切断面を既配置の長方
形とする．なお，このとき，直方体の前面（背面）のZ

軸の値が z	′と等しい場合は，この平面との重複を持たな
い（持つ）ものとする．次に，未配置の直方体の背面の
おのおのに対して，それを新たに置く長方形として２次
元のBL点を探索する．１つ以上の直方体に対してBL

点が見つかった場合は，BL順序の意味で最も小さいBL

点に，そこに配置可能な未配置の直方体の中で最も優先
順位の高いものを配置する．（既配置の直方体全てにつ
いて，それらの背面のZ軸の値は z	′以下であるため，２
次元平面上に重なりなく置くことが出来れば３次元空間
上でも重複のないことが保障できる．）そして，次の直
方体の配置位置の探索を同じ面から始める．一方，全て
の未配置の直方体に対してBL点が見つからなかった場
合は，現在の面に配置可能な直方体は存在しないため，
次の面の探索に移行する．
　直方体の形状が t種類あるような合計n個の直方体が与
えられたとき（t	≤	n），これらをbest-fit法で配置するの
に要する計算時間を考える．いくつかの直方体が配置さ
れているとき，未配置の直方体の背面のおのおのに対し
て現在のX-Y平面上でFind2D-BLを用いてBL点を探索
する．ただし，背面の形状が同じものについては，その
中の１つについてFind2D-BLを呼び出せばよく，背面の
形状の数は直方体の形状の種類数以下なので，Find2D-

BLの呼び出し回数はO（t）回である．したがって，以上
の操作にかかる計算時間はO（tn	log	n）である．また，配
置可能なものが１つ以上見つかったとき，それらの中か
ら優先順位の最も高いものを選ぶ操作はO（n）時間で可能
である．以上の計算を行う度に，１つの直方体の配置が
決定するか，あるいは探索中のX-Y平面に配置できる未
配置の直方体が存在しないことが結論できる．そのいず
れも高々 n回しか起こり得ない．よって，t種類，n個の直
方体の配置はO（tn2	log	n）の計算時間で可能である．

４．計　算　実　験
　計算実験により，文献［4］で提案されている３次元の
bottom-left法との解の質と計算時間の比較を行った．計
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算実験はDell	Precision	470（Xeon	3Ghz，1mB	cache，
1GB	memory）上で行った．実験には，文献［4］で用い
られている問題例を使用した．これらの問題例は，最適
値が知られており，全ての直方体が相違なる形のため，
t	=	nとなる．よって，実験に用いた問題例に対する提案
手法の最悪計算量はO（n3	log	n）時間となる．３次元の
bottom-left法との比較を表１に示す．表１に結果を示し
た実験では，直方体の数nが1000,	2000,	...	,	10000の10

通りの場合それぞれに対して５問の問題例を準備し，計
50問を使用した．表中，VU（%）と time（sec）は，それ
ぞれ充填率と計算時間（秒）の平均値である．VU（%）
は次の式で与えられる：

	
VU	=

	Σj∈ I	wj	hj	dj　
	 	 W	H	D	

×100.

　３次元のbottom-left法は，直方体の順列が与えられ，
その順列に従って各直方体をそのBL点に配置すること
を繰り返す方法である．この手法は，詰め込む順序が解
の精度に影響を与える．本実験では，詰め込み順序は文
献［4］中で最も良い結果を示している直方体の奥行きdi

の降順を用いた．文献［4］で提案されたアルゴリズムの
最悪計算量はO（n3	log	n）時間である．
　表１より，bottom-left法に比べて提案手法は約２倍の
計算時間がかかることが分かる．しかし，直方体数
1000を除く問題例に対して提案手法は３次元のbottom-

left法より解の精度は良い．提案手法は直方体数が多い
ほど充填率が高いことが観測できる．

５．ま　　と　　め
　２次元の長方形詰め込み問題に対する代表的な構築型
解法であるbest-fit法は，３次元箱詰め問題に拡張でき
る．本研究では，この解法をO（tn2	log	n）の計算時間で
実現するアルゴリズムを提案した．また，本稿では省略
したが，提案したO（tn2	log	n）時間のアルゴリズムに，
不要な探索を省略するアイデアを導入することによって
さらなる効率化を図った．
　直方体数最大10000の問題例に対して計算実験を行っ
た結果，大規模な問題例に対しても数百秒程度と実用的

な時間で解を構築できることを確認できた．直方体数が
小さい問題例に対して得られた充填率は８割程度であ
り，まだ改善の余地がある．best-fit法は得られた配置の
前半部分は充填率が高いが，後半部分は低いという特徴
がある．今後は，提案手法で得られた解の後半部分を
bottom-left法等を用いて改善していくことにより，解の
精度の向上を目指していきたい．

参考文献
［1］	 E.K.	Burke,	G.	Kendall,	G.	Whitwell:	a	new	placement	

heuristic	for	the	orthogonal	stock-cutting	problem,	Opera

tions	Research,	52	(2004),	655-671.

［2］	 S.	Imahori,	Y.	Chien,	Y.	Tanaka,	m.	Yagiura:	Enumerating	

bottom-left	stable	positions	for	rectangles	with	overlap,	 第
９回情報科学技術フォーラム（FIT	2010），講演論文集
（第１分冊），pp.25-30.

［3］	 S.	Imahori,	m.	Yagiura:	The	best-fit	heuristic	for	the	rec-

tan	gular	strip	packing	problem:	an	efficient	implementation	

and	the	worst-case	approximation	ratio,	Computers	&	

Operations	Research,	37	(2010),	325-333.

［4］	 川島大貴，田中勇真，今堀慎治，柳浦睦憲：３次元箱詰め
問題に対する構築型解法の効率的実現法，第９回情報科学
技術フォーラム（FIT	2010），講演論文集（第１分冊），
pp.31-38.

［5］	 川島大貴，田中勇真，今堀慎治，柳浦睦憲：３次元パッキ
ング問題に対するbest-fit	法の効率的実現法，第10	回情報
科学技術フォーラム（FIT	2011），講演論文集（第１分
冊），pp.29-36.

表１：提案手法とbottom-left法［4］との比較

n
best-fit法 bottom-left法

VU（%） time（sec） VU（%） time（sec）
01000
02000
03000
04000
05000
06000
07000
08000
09000
10000

78.2
83.9
86.9
88.8
90.4
89.9
91.2
91.6
92.2
92.6

002.2
008.7
019.2
031.2
063.6
074.2
118.1
144.2
206.6
221.9

81.6
83.5
85.0
85.5
86.3
86.3
87.2
86.3
87.0
87.0

001.5
004.8
010.5
020.0
030.1
039.6
053.8
067.1
093.8
108.0


