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ビットマップ図形の効率的な詰込み
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1. ビットマップ図形の詰込み問題

図形の詰込み問題とは，図 1に示すように，いくつ
かの図形を互いに重ならないように与えられた容器内
に配置する問題で，長方形，円，多角形，直方体など
図形や容器の形状によりさまざまなバリエーションを
もちます．この問題は，服の型紙の配置，鉄鋼・繊維
などの素材の切り分け，機械部品の板取り，車両の荷
物積み込み，地図のラベル配置など多くの分野に応用
をもつ最適化問題として知られています．
図形の詰込み問題は一見するとジグソーパズルに似

ています．しかし，多くの場合では，図形同士がうま
くかみ合うことも，図形を隙間なく敷き詰められるこ
ともないため，できる限り隙間が小さくなるような図
形の配置を求めることは容易ではありません．ここで
は，ピクセルと呼ばれる色のついた点の集合で描かれ
たビットマップ図形を長方形の容器に詰込む問題を効
率よく解くアルゴリズムを紹介します．

2. ストリップパッキング問題

入力として，幅W（固定）と長さL（可変）の大きさを
もつ長方形と n個のビットマップ図形 P1, . . . , Pnが与
えられます．このとき，(1)図形 Pi (1 ≤ i ≤ n)は長方
形内に配置される，(2)図形対 Pi, Pj (1 ≤ i < j ≤ n)

は互いに重ならない，という二つの条件の下で必要な
長方形の長さ Lを最小化する図形 Pi (1 ≤ i ≤ n) の
配置を求める問題をストリップパッキング問題と呼び
ます．ただし，図形の自由な回転や反転は考えないも

うめたに　しゅんじ
大阪大学 大学院情報科学研究科
〒 565–0871 大阪府吹田市山田丘 1–5
umetani@ist.osaka-u.ac.jp

図 1 ビットマップ図形詰込み問題の例

図 2 水平・ 垂直方向のスキャンラインの集合

のとします．
ピクセルの集合で表されるビットマップ図形では，

ピクセル同士の重なりを確認すれば図形対の重なりを
判定できます．しかし，この方法では計算時間が図形
の面積に比例するため，高解像なビットマップ図形の
重なりを高速に判定できません．そこで，事前にビッ
トマップ図形を走査して短冊状に束ねたスキャンライ
ン図形に変換します．さらに，図形対の重なり判定を
効率よく計算するために，水平・垂直方向に走査して
2種類のスキャンライン図形を作成します（図 2）．

3. 重なり度最小化問題

図形詰込み問題では，あらかじめ与えられた順番に
従って一つずつ図形を順番に詰込む方法がよく用いら
れます．たとえば，左下詰め法では，図形を長方形内
の右上隅に配置した後に，配置済みの図形に阻まれて
動けなくなるまで左水平方向と下垂直方向の移動を交
互に繰返します．さらに，すべての図形を配置した後
に，一つの図形を再配置する手続きを繰り返してより
充填率の高い配置を探索する局所探索法もよく用いら
れます．しかし，図形の重なりがない配置だけを探索
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図 3 図形詰込みアルゴリズムの実行例

図 4 ミンコフスキー差と重なり度の計算

する方法では，充填率の高い配置になると一つの図形
だけを動かして新しい配置を求めることは困難になり
ます．そこで，探索の途中では図形の重なりを許容し，
長方形の長さ Lを一時的に固定して図形対の重なりの
総和を最小化する重なり度最小化問題を考えます．長
方形の長さ Lを更新しては重なり度最小化問題を解く
手続きを繰り返すことでストリップパッキング問題を
解きます（図 3）．
図形対 Pi, Pj の重なりを解消するために必要な水平・

垂直方向の最小移動距離をそれぞれ fh
ij , f

v
ij とします．

ここでは，図形 Pi, Pjの重なり度を fij = min{fh
ij , f

v
ij}

と定義し，重なり最小化問題ではそれらの総和 F =
∑

i,j fij を最小化する図形の配置を求めます．

4. ミンコフスキー差と重なり度の計算

図形の詰込み問題を効率よく解くためには，図形対
Pi, Pj が重なりをもつかどうかを高速に判定する必要
があります．そこで，多くの図形詰込みアルゴリズムで
は，ミンコフスキー差 [1]と呼ばれるデータ構造を事前
に作成し，これを用いて図形対の重なりを判定します．
図形 Pi, Pj について配置の基準となる参照点 ri, rj を
定めます．このとき，Pi と Pj が重なりをもつ参照点
の相対位置 rj − ri の全体を Pj の Pi に対するミンコ
フスキー差と呼び，Pi � Pj と表します（図 4）．
参照点の相対位置rj−riをミンコフスキー差Pi�Pj

の外部に置けば Pj を Pi と重ならないように配置でき
ます．ミンコフスキー差 Pi�Pj を用いれば図形 Pi, Pj

図 5 スキャンラインの集合で表されたミンコフスキー差に
よる fh

ij , f
v
ij の計算

表 1 ベンチマーク問題例に対する実験結果

問題例 図形数 BLF [2] 提案手法
Profiles1 32 82.5％ 85.2％
Profiles2 50 73.8％ 74.2％
Profiles3 46 70.8％ 70.8％
Profiles4 54 86.8％ 84.1％
Profiles5 50 75.9％ 80.0％
Profiles6 69 72.1％ 75.6％
Profiles7 9 73.3％ 98.8％
Profiles8 18 78.7％ 83.8％
Profiles9 57 52.9％ 53.8％
Profiles10 91 65.0％ 66.3％

の重なり度 fij = min{fh
ij , f

v
ij}も容易に計算できます．

図形 Pi, Pj はスキャンラインの集合で表されるため，
ミンコフスキー差Pi�Pj もスキャンラインの集合で表
せます．スキャンラインの集合で表されたミンコフス
キー差では，参照点の相対位置 rj −riからスキャンラ
インの端までの最小距離が fh

ij , f
v
ij となります（図 5）．

5. 結果と考察

円弧や穴を含む図形のベンチマーク問題例に提案す
る局所探索法を適用して得られた配置の充填率（％）を
表 1に示します．提案手法では，ベクタ図形をビット
マップ図形に変換したもの（長方形の幅W は 2048ピ
クセルに設定）を入力データとして与えました．この
結果から，提案手法が円弧や穴を含む図形のベンチマー
ク問題例において高解像なビットマップ図形でも従来
手法と同等以上の性能をもつことを確認しました．

参考文献

[1] M. ドバーグほか（浅野哲夫訳），『コンピュータ・ジオメ
トリ―計算幾何学：アルゴリズムと応用―』，近代科学社，
2010.

[2] E. K. Burke, R. S. R. Hellier, G. Kendall and
G. Whitwell, “Irregular packing using the line and arc
no-fit polygon,” Operations Research, 171, pp. 948–
970, 2010.

2016 年 11月号 Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.（15）743



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


