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窓なし部屋の個数がたかだか kの方形描画の高速列挙アルゴリズム
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Constant Time Generation of Rectangular Drawings with Exactly n Faces

Including at Most k Store Rooms

Daisuke CHIGIRA†a) and Shin-ichi NAKANO†b)

あらまし すべての面が方形である平面描画を方形描画と呼ぶ．方形描画の外面と隣接している内面を窓付き
部屋と呼び，外面と隣接していない内面を窓なし部屋と呼ぶ．本論文は，内面の個数が nであり，窓なし部屋の
個数がたかだか k である底辺付き方形描画を，描画一つ当り O(1) 時間で，重複も抜けもなく，列挙するアルゴ
リズムを与える．これまではそのような描画を平均 O(1) 時間で列挙するアルゴリズムしか知られていなかった．
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1. ま え が き

ある性質をもつ対象が存在するのか，また存在すれ

ば何個存在するのか，更に，そのような対象はどのよ

うなものかという問，すなわち数え上げや列挙は科学

的考察の基本である．もし，指定された性質をもつ対

象が列挙できれば，理論的には様々な予想に対して反

例を探すことを試みるリストに利用でき，応用的には

それらを入力とするプログラムのテストデータとし

て利用できる．また，既に多くの列挙アルゴリズムが

知られている．例えば [1], [2], [8], [20]などである．列

挙に関する問題を主に扱った本が多数出版されてい

る [3], [4], [15], [16]．

本論文は，方形描画の列挙アルゴリズムに関するも

のである．すべての面が方形である平面描画を方形

描画と呼ぶ．方形描画の詳しい定義は次章で与える．

ちょうど 3個の内面をもつ，底辺付き方形描画のすべ

てを図 1 に示す．

方形描画は，VLSI設計を含む多くの分野に応用を

もつ重要な描画である [12]．すべての底辺付き方形描

画を調べることにより，様々な意味で “最適な” 方形
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図 1 3 個の内面をもつ底辺付き方形描画
Fig. 1 Based rectangular drawings having exactly

three faces.

描画を求めることができる．また，方形描画のカタロ

グを作成することもできる．

ある性質をもつ対象のすべてを列挙するアルゴリズ

ムには様々な手法が知られている．

古典的なアルゴリズム [3, p57]は重複を許して多く

の対象を生成する．ただし，生成した後，まだ出力し

ていないものに限りその対象を出力する．したがって，

この方法ではこれまでに出力したもののすべてを記憶

しておく必要があるので，膨大な記憶領域が必要であ

る．更に生成されたものが出力済みかどうかの判定に

膨大な時間も必要となる．

生成の順序を工夫することにより，重複なしにすべ

てのものを生成する手法も知られている．この手法で

は，例えば対象を辞書順に生成することにより，出力

したものを記憶する必要がないように工夫されている．

逆探索法 [1] も，出力したものを記憶する必要はな

い．逆探索法では，まず次のようなグラフ H を定義

する．H の各点は列挙する各対象に対応し，H の各

辺は列挙する対象間の関係に対応する．一般に H の

点数も辺数も膨大な個数であるので，H 全部を一度に
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図 2 内面の個数がたかだか 4 である家系木
Fig. 2 The family tree having at most four faces.

生成することは困難である．しかし，H の全域木を上

手に定義し，この木を部分的に構成しつつ巡回するこ

とにより，H のすべての点を見つけることが可能であ

る．この H の各点は列挙する各対象に対応している

ので，列挙もできることになる．

我々は，いくつかの問題に対しては逆探索法で扱う

グラフ H を木となるように上手に定義できることを

示した [5]～[7], [9]～[11], [14], [17]～[19]．H 自身が木

であるので，H の全域木を求める必要はない．我々は，

この木を家系木と呼ぶ．

この手法を方形描画の列挙に応用することによ

り [11], [17]，様々な特徴をもつ方形描画を，描画一つ

当り平均 O(1)時間で列挙できる．論文 [17]の家系木

の例を図 2 に示す．

この家系木では，内面の個数がたかだか nの方形描

画が，家系木の各点に対応する．よって，内面の個数

がちょうど n の方形描画のみを列挙したいときには，

内面の個数がたかだか n の方形描画をすべて生成し，

その中から，内面の個数がちょうど nの方形描画のみ

を出力する必要があった．家系木を工夫することによ

り，内面の個数がちょうど nの方形描画が家系木の各

点に対応するようにでき，これに基づき内面の個数が

ちょうど nの方形描画のみを，描画一つ当り O(1)時

間で列挙できる [19]．

一方，本論文の家系木を図 10 に示す．この家系木

でも，内面の個数がちょうど nの方形描画のみが家系

木の各点に対応する．よって，この家系木に基づいて

も内面の個数がちょうど nの方形描画のみを高速に列

挙できる．方形描画の内面のうち，外面と隣接してい

ない内面を，窓なし部屋と呼ぼう．後に示すように，

この家系木では子の方形描画の窓なし部屋の個数は，

親の方形描画の窓なし部屋の個数以上になっている．

この性質を利用し，本論文は，内面の個数が nであり，

窓なし部屋の個数がたかだか kである底辺付き方形描

画を，描画一つ当り O(1) 時間で，重複も抜けもなく

列挙するアルゴリズムを新たに与える．アルゴリズム

は各描画を直前に出力した描画からの差分として出力

する．

本論文の構成は次のとおりである．

2.では，本論文で使用する用語の定義を与える．3.

では，内面の個数が nであり，窓なし部屋の個数がた

かだか kである底辺付き方形描画間の木構造について

説明する．4.では，そのような底辺付き方形描画の列

挙アルゴリズムを与える．このアルゴリズムは各描画

を一つ当り平均 O(1)時間で出力する．5.では，4.の

アルゴリズムを改良し，各描画を（最悪の場合でも）

O(1) 時間で出力するアルゴリズムを与える．6. は，

まとめである．

2. 定 義

本章では，いくつかの定義を与える．

グラフGとは点の有限集合 V (G)と，辺の有限集合

E(G)からなるもので，G = (V (G), E(G))と表記さ

れる．辺は 2点 u, v ∈ V (G)の非順序対 (u, v)である．

辺 (u, v)は点 uと vを結ぶという．グラフGに二つの

点uと vを結ぶ辺があるとき，点uと点 vは隣接してい

るという．各 i(0 ≤ i < k)について (vi, vi+1) ∈ E(G)

である点の列 p = (v0, v1, . . . , vk) を v0 から vk への

パスという．v0 = vk かつ，v0, v1, . . . , vk−1 がすべて

異なるパス (v0, v1, . . . , vk)をサイクルという．グラフ

Gの任意の 2点間にパスが存在するとき，グラフは連

結であるという．

木はサイクルのない連結グラフである．根付き木と

は，1点 r が根として指定された木である．木の各点

vについて，P (v)を vから根 rまでの唯一のパスとす

る．もし，P (v)がちょうど k個の辺をもつなら，点 v

123



電子情報通信学会論文誌 2007/2 Vol. J90–A No. 2

の深さは kであるという．点 v �= rの親は，vの P (v)

上の隣接点であると定める．点 v �= r の先祖は，v 以

外の P (v)上の点と定める．根 r の親と先祖は定義し

ない．v が uの親であれば，uは v の子である．v が

uの先祖であれば，uは v の子孫である．葉は子をも

たない点とする．

グラフの描画で互いに辺が交差しないものを平面描

画と呼ぶ．平面描画は平面を面という連結な領域に分

割する．無限遠点を含む唯一の面を外面と呼び，外面

でない面を内面と呼ぶ．内面を部屋ともいう．面の輪

郭とは面の境界の時計回りの線分列であるとする．

方形描画とはすべての面が方形であるような平面描

画である．外面の方形の輪郭の四つの直線分のうち，

ちょうど一つの直線分を指定した方形描画を，底辺付

き方形描画と呼び，指定した直線分を底辺と呼ぶ．本

論文では，底辺を常に図中で最も低い水平線分として

描く．例えば，図 1 に，ちょうど 3個の内面をもつ底

辺付き方形描画のすべてを示す．各底辺は太線で示さ

れている．これに対して 3個の内面をもつ（底辺のな

い）方形描画は図 3 に示す二つだけである．二つの

内面 F1 と F2 が，水平線分を輪郭上で共有するとき，

F1 と F2 は ns隣接しているという（ここで nと sは

北と南を意味している）．二つの内面 F1 と F2 が，垂

直線分を共有するとき，F1 と F2 は ew隣接している

という（ここで eと wは東と西を意味している）．二

つの（底辺なし）方形描画 P1，P2 が与えられたとき，

必要ならば一方の（底辺なし）方形描画を回転した後

に，各内面に，ns隣接及び ew隣接関係を保存するよ

うな 1 対 1 対応があるならば，P1 と P2 は同型であ

るという．また，二つの底辺付き方形描画 P1，P2 が

与えられたとき，各内面に ns 隣接及び ew 隣接関係

を保存する 1対 1対応があり，かつ，それぞれの底辺

も互いに対応するならば，P1 と P2 は同型であるとい

う．方形描画の外面と接している内面を窓付き部屋と

呼び，外面に隣接していない内面のことを窓なし部屋

と呼ぶ．

図 3 3 個の内面をもつ（底辺のない）方形描画
Fig. 3 Rectangular drawings having exactly three

faces.

3. 家 系 木

内面の個数が nであり，窓なし部屋の個数がたかだ

か k である，すべての底辺付き方形描画からなる集合

を Sn,k とする．本章では Sn,k 中の方形描画間の木構

造について説明する．

内面の個数が nであり，かつ，隣接する任意の二つ

の内面は ns 隣接のみしている方形描画を R(n) と書

く．例として，図 4 に R(6) を示す．直観的には水平

線分のみで方形を区切った描画である．

R を Sn,k 中の方形描画とする．Rの外面の二つの

水平線分のうち下方にある線分，すなわち底辺を LS

としよう．Rの外面の二つの垂直線分のうち右方にあ

る線分を LE とする．LS 上に下端をもつ極大な垂直

線分のうち，LE を除き，最も右にあるものを Rのは

しご軸と呼び，はしご軸の左にある面のうち最も下に

ある面をはしご軸面と呼ぼう．はしご軸面は外面であ

るかもしれない．図 5 においてはしご軸を太線で，は

しご軸面を格子じまで示す．はしご軸面に隣接し，か

つ，LE に輪郭の一部をもつ内面をはしご面と呼ぶ．

図 5 中の描画は，はしご面を五つもつ．はしご軸に

沿って LS から互いに ns隣接して連続して現れるはし

ご面のうち，最も上の面以外の内面を底はしご面と呼

ぶ．例えば図 5 中の描画は，底はしご面を二つもつ．

特に R(n) では，一番上の内面以外のすべての内面が

底はしご面であることに注意しよう（図 4）．本論文中

では底はしご面を斜線で示す．

Rを Sn,k − {R(n)}中の，任意の底辺付き方形描画
とする．Rの内面で，Rの外面の輪郭の方形の左上隅

図 4 方形描画 R(6)

Fig. 4 Rectangular drawing R(6).

図 5 方形描画 R

Fig. 5 Rectangular drawing R.
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(a) (b) (c)

図 6 3 種類の第一面
Fig. 6 The three types of the first faces.

図 7 上向き消去可能な第一面の消去
Fig. 7 Removing an upward removable face.

図 8 左向き消去可能な第一面の消去
Fig. 8 Removing a leftward removable face.

の点を含むものを F とする．この F のことを本論文

では第一面と呼ぶ．以降，本論文では第一面を灰色で

示す．

第一面には次に説明するような 3種類がある（図 6）．

第一面の右下隅の点を v とする．v を上端とする垂直

線分をもつが，v を左端とする水平線分はもたないと

き（図 6 (a))，v を上端とする垂直線分と v を左端と

する水平線分の両方をもつとき（図 6 (b)），v を上端

とする垂直線分はもたないが，v を左端とする水平線

分をもつとき（図 6 (c)），の 3種類である．

もし，R が v を上端とする垂直線分をもつならば

（図 6 (a)，(b)），F は上向き消去可能であるという．

このとき，図 7 に示すように，面 F を上方に押しつ

ぶして F の下方にある各面を広げ，Rの右下に，下方

より底はしご面を 1個付け加えることにより，底はし

ご面の個数がちょうど 1個多い方形描画を得る．底は

しご面の定義より，新たに付け加えた底はしご面の左

には，はしご軸面のみがあることに注意しよう．

そうでないならば，Rは v を上端とする垂直線分を

もたないが，vを左端とする水平線分をもつ（図 6 (c)）．

このとき F は左向き消去可能であるという．このと

き，図 8 に示すように，面 F を左方に押しつぶして

F の右方にある各面を広げ，Rの右下に，下方より底

はしご面を 1個付け加えることにより，底はしご面の

個数が少なくとも 1個以上多い方形描画を得る．図 10

図 9 描画の列の例
Fig. 9 The removing sequence.

のように，R(n) の子から R(n) を得たとき，底はしご

面の個数は 1個より多く増える場合もあることに注意

しよう．

Sn,k 中の R(n) 以外の任意の方形描画 R の第一面

は，上向き，若しくは，左向き消去可能のいずれかで

ある．このようにして得られた方形描画を P (R)と書

き，P (R)を方形描画 Rの親と呼ぼう．Rは P (R)の

子と呼ぼう．このように，Sn,k 中の R(n) 以外の各方

形描画 R が与えられたとき，その親 P (R)を一意に

定義できる．Sn,k 中の任意の方形描画 R が与えられ

たとき，繰り返し第一面を消去し，底はしご面を追加

することにより R,P (R), P (P (R)), . . . なる方形描画

の列が得られる．このとき，R(n) 以外の Sn,k 中の任

意の底辺付き方形描画は上向き，若しくは左向き消去

可能であることと，底はしご面の個数は単調に増加す

ることより，この列は必ず R(n) で終了する．図 9 に

例を示す．

これらすべての方形描画の列を併合したものを Sn,k

の家系木 Tn,k とする．Tn,k の各点は Sn,k 中の各方形

描画に対応し，Tn,kの各辺は各Rと P (R)の親子関係

に対応する．例として，図 10 に T4,0 を示す．実線は

第一面が上向き消去可能である親子関係に対応し，点

線は第一面が左向き消去可能である親子関係に対応す

る．Tn,k 中の R(n) に対応する点を Tn,k の根と呼ぶ．

4. アルゴリズム

もし Sn,k が与えられれば，定義に従って Tn,k を作

成することができる．しかし，本論文の列挙問題では，

Sn,k は入力ではなく出力である．n, kのみが与えられ

たとき，Tn,k を構成するには，どうしたらよいのであ

ろうか．本章では，この解法を説明する．

Sn,k − {R(n)} 中の任意の方形描画で底はしご面を
1個以上もつものを Rとする．底はしご面をもたない

方形描画は子をもたないことに注意しよう（またR(n)
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図 10 家系木 T4,0

Fig. 10 The family tree T4,0.

を特別に扱う理由は後述する）．もし Rが与えられた

とき，Rの子をすべて生成するアルゴリズムがあれば，

そのアルゴリズムを R(n) から再帰的に適用すること

により，Tn,k を構成できる．しかし，一般に Tn,k の

点数や辺数は膨大であり，Tn,k 全体を一度に生成する

ためには，膨大な記憶領域と計算時間が必要となる．

よって，Tn,k 全体を一度に構成することはせずに，必

要な部分のみを部分的に構成しつつ Tn,k を巡回する

（各点を 1回ずつ訪れる）ことにする．

アルゴリズムの説明の前にいくつかの定義をする．

Rは Sn,k 中の任意の方形描画で，底はしご面を 1個

以上もち，窓なし部屋を nIN 個もつものとする．Rの

外面の輪郭の方形の四つの直線分のうち，最も上の水

平線分を LN とする．LN 上で，R中の垂直線分の上

端となっている各点を，左から順に u0, u1, · · · , ux と

する（図 11）．

このとき，点 uiを右上隅の点とする内面をそれぞれ

Fiと呼ぶ．Rでは，Fiの右側に Fiと ew隣接する面が

e(i)個あるとする（ここで外面も 1個と数えることに

注意しよう．すなわち，常に e(x) = 1となる）．また，

各 i, (2 ≤ i ≤ x − 1) について，面 {F2, F3, . . . , Fi}
のうち，底辺 LS の一部を輪郭にもたない内面の個数

を w(i) とする．直観的に，w(i) は面 F1～Fi の上に

新しく面を置いたとき，新たに窓なし部屋になる面の
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図 11 方形描画 R

Fig. 11 Rectangular drawing R.

個数である．同様に，最も左の垂直線分 LW の一部を

もつ内面を上から順に F ′
1, F

′
2, · · · , F ′

y とし，各 F ′
i は

下に ns隣接する s(i)個の面をもつとする．また，各

i, (2 ≤ i ≤ y − 1) について，面 {F ′
2, F

′
3, . . . , F

′
i} の

うち，最も右の垂直線分 LE の一部を輪郭にもたない

内面の個数を w′(i)とする．このとき，Rの子 Rc を，

次に示すように，いくつかのタイプに分割する．Rcの

第一面を F とし，F の右下隅の点を v とする．

タイプ 1：Rc の第一面 F が上向き消去可能な場合

（すなわち，Rc は v を上端とする垂直線分をもつ．）

タイプ 2：Rc の第一面 F が左向き消去可能な場合

（すなわち，Rcは vを上端とする垂直線分をもたない．）

更に，タイプ 1を，次に示す二つのサブタイプに分

割する．

タイプ 1(a)：Rc は v を左端とする水平線分をもた

ない．

タイプ 1(b)：Rc は v を左端とする水平線分をもつ．

それぞれのタイプについて，Rc の列挙法を示す．

タイプ 1(a)：nIN +w(i) ≤ kなる各 i = 1, 2, · · · , x
に対して，Rは第一面が下方に i個の隣接面をもつよ

うな，ちょうど e(i)個の子をもつ．例えば，図 11 の

方形描画において，i = 5では，F5 が右方に ew隣接

する面が 3個あるので e(5) = 3であり，図 12 (a)に

示すように 3個の子がある．これら 3個の方形描画に

おいて，第一面は下方にちょうど 5個の隣接面をもち，

右方にそれぞれ 1, 2, 3 個の隣接面をもつ．これらを

R(U, 5, 1,�), R(U, 5, 2,�), R(U, 5, 3,�)のように書く

ことにする．他の子についても同様に書くことにする．

すなわち，R の子で，タイプ 1(a) であり，第一面が

下方にちょうど s個の隣接面をもち，右方にちょうど

e個の隣接面をもつものを R(U, s, e,�)と書く．図 10

ではこれらの記号のうち，R以外を辺のラベルとして

示してある．各方形描画に対して，子のラベルは唯一

(a)

(b)

図 12 R の子の例
Fig. 12 Some child rectangular drawings of R.

であることに注意しよう．このように nIN +w(i) ≤ k

なる各 i = 1, 2, · · · , x に対して，e(i) 個の子が得ら

れる．

タイプ 1(b)：同様に nIN + w(i) ≤ k なる各

i = 1, 2, · · · , x に対して，e(i) − 1 個の子が得られ

る（図 12 (b)）．タイプ 1(b)で生成された方形描画は

R(U, 5, 1, +), R(U, 5, 2, +)と書くことにする．

タイプ 2：同様に nIN + w′(i) ≤ k なる各 i =

1, 2, · · · , y に対して，s(i)個の子が得られる．Rの子

で，タイプ 2であり，第一面が下方にちょうど s個の

隣接面をもち，右方にちょうど e個の隣接面をもつも

のを R(L, s, e)と書く．

Rの子は，Rよりも，少なくとも一つだけ少なく底

はしご面をもち，窓なし部屋の個数は少なくとも 0個

以上多いことに注意しよう．

また，特に，R(n) の子の列挙に際しては，次のよう

な注意が必要である．R(n) の子で，タイプ 1(a)のも

のは存在しない．なぜならば，タイプ 1(a) の子とし

て，R(U, 1, 1,�)のみが定義できるが，これはR(n)と

同じものである．また，タイプ 1(b)の子はない．タ

イプ 2の子は上で説明した一般の場合と同様の方法で

列挙できる．R(n) の子も，R(n) よりも，少なくとも

一つだけ少なく底はしご面をもち，窓なし部屋の個数

は少なくとも 0個以上多いことに注意しよう．

以上により，次のアルゴリズムが得られる．このア

ルゴリズムは n, kが与えられたとき，Sn.k中のすべて

の方形描画を出力する．従来のアルゴリズム [11], [17]

では，Sn,k 中のすべての描画を出力するのに，たかだ

か n − 1個の内面をもつ方形描画もすべて生成する必
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要があった．しかし，本論文の次のアルゴリズムは，

内面の個数が nであり，窓なし部屋の個数がたかだか

k の方形描画のみを出力する．ただし，出力は直前に

出力した描画からの差分である．

Procedure find-all-child(R,k)

begin

Rを出力 {直前に出力した描画との差分を出力 }
if Rが底はしご面をもたない then return

if Rが R(n) でない then

Rの最も上の水平線分の一部を輪郭上にもつ

内面を左から順に F1, F2, · · · , Fx とする．

for i = 1 to x

if nIN + w(i) ≤ k then

Fi は右に隣接する e(i)個の面をもつとする．

for j = 1 to e(i)

find-all-child(R(U, i, j,�), k) {タイプ 1(a)}
for j = 1 to e(i) − 1

find-all-child(R(U, i, j, +), k) {タイプ 1(b)}
Rの最も左の垂直線分の一部を輪郭上にもつ

内面を上から順に F ′
1, F

′
2, · · · , F ′

y とする．

for i = 1 to y − 1

if nIN + w′(i) ≤ k then

F ′
i は下に隣接する s(i)個の面をもつとする．

for j = 1 to s(i)

find-all-child(R(L, j, i), k) {タイプ 2}
end

Algorithm find-all-child-drawings(n, k)

begin

find-all-child(R(n), k)

end

上記のアルゴリズムは，内面の個数が nであり，窓

なし部屋の個数がたかだか k の底辺付き方形描画を，

1 個当り平均 O(1) 時間で出力する．アルゴリズム全

体で必要な作業用記憶領域は O(n)である．これより

以下の定理 1がいえる．

［定理 1］ アルゴリズムは，R(n) を O(n)時間で出力

したのち，重複も抜けもなく，内面の個数が nであり，

窓なし部屋の個数がたかだか k の底辺付き方形描画

を，1 個当り平均 O(1) 時間で出力する．アルゴリズ

ムの作業用記憶領域は O(n)である．

（証明） 底辺付き方形描画 Rが k 個の子をもつとき，

これら k 個の描画を生成することは O(k)時間ででき

る．なぜならば，Rと R(U, i, j,�)の違いはたかだか

定数個の点と辺だけであるので，アルゴリズムに示さ

れる順に，方形描画を修正しつつ生成するのに，1個

当り定数時間しかかからないからである．アルゴリズ

ムの他の部分は，家系木の辺 1本当り定数時間しかか

からない．各再帰呼出しには，親と子の方形描画の差

分に相当する定数個の記憶領域が必要である．また，

再帰呼出しはたかだか n − 1回で済む．よって，この

アルゴリズムの作業用記憶領域は O(n)である． ✷

5. 改 良

本章では前章のアルゴリズムを改良し，各描画を

（最悪の場合でも）O(1)時間で出力するアルゴリズム

を与える．

前章のアルゴリズムは，内面の個数が nであり，窓

なし部屋の個数がたかだか kであるすべての底辺付き

方形描画を “平均”O(1)時間で列挙する．しかし，家

系木 Tn,k の大きな部分木の最後の点に対応する方形

描画を出力した後には，次の描画を出力する前に，深

い再帰呼出しから戻ることが必要であり，O(n) 時間

かかることがある．それゆえ，“平均”O(1) 時間で各

描画を列挙できるが，（最悪の場合は）O(1) 時間で各

描画を列挙することはできない．

しかし，[10] のように，前章のアルゴリズムを次の

ように改良すると，内面の個数が nであり，窓なし部

屋の個数がたかだか kであるすべての底辺付き方形描

画を，O(1) 時間で生成することができる．次にアル

ゴリズムを示す．

Procedure find-all-child2(R, k, depth)

begin

{ Rを現在の方形描画，

depthをこの再帰呼出しの深さとする．}
if Rが底はしご面をもたない then Rを出力．

else

if depthが偶数である then

（Rの子の方形描画を出力する前に）Rを出力．

4.のアルゴリズムを用いて，Rの各子を生成し，

各子について，find-all-child2を

再帰的に呼び出す．

if depthが奇数である then

（Rの子の方形描画を出力した後に）Rを出力．

end

Algorithm find-drawings2(n, k)
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図 13 アルゴリズムの実行例
Fig. 13 An exacution of the algorithm in T6,2.

begin

find-all-child2(R(n), k, 0)

end

Tn,k のたかだか 3 本の辺をたどるごとに，少なく

とも一つの描画を出力することに注意しよう．再帰呼

出しの深さが奇数であるときのみ，次の方形描画を出

力する前に，家系木の辺を 3本たどることがある．他

の場合は，家系木の辺をたかだか 2本たどれば次の方

形描画を出力することに注意しよう．これに対し，[17]

の手法では列挙対象となる方形描画が家系木の葉のみ

に現れるため，このように改良できない．

図 13 はアルゴリズムの出力例である．矢印の上に

ある整数は，二つの方形描画の出力の間にたどる Tn,k

中の辺の本数である．再帰呼出しの深さが奇数である

ときに出力する各方形描画は，破線の四角形で囲まれ

ており，これらは子の方形描画を生成した後に出力さ

れる．

以上より，次の定理 2がいえる．

［定理 2］ アルゴリズムは，R(n) を O(n)時間で出力

したのち，重複も抜けもなく，内面の個数が nであり，

窓なし部屋の個数がたかだか k の底辺付き方形描画

を，1個当り “最悪の場合でも”O(1)時間で出力する．

アルゴリズムの作業用記憶領域は O(n)である．

（証明） 底辺付き方形描画 Rが k 個の子をもつとき，

これら k 個の描画を生成することは O(k)時間ででき

る．なぜならば，Rと R(U, i, j,�)の違いはたかだか

定数個の点と辺だけであるので，アルゴリズムに示さ

れる順に，方形描画を修正しつつ生成するのに，1個

当り定数時間しかかからないからである．ただし，各

描画間の出力には家系木中のたかだか 3本の辺を巡れ

ばよい．アルゴリズムの他の部分は，家系木の辺 1本

当り定数時間しかかからない．各再帰呼出しには，親

と子の方形描画の差分に相当する定数個の記憶領域が

必要である．また，再帰呼出しはたかだか n − 1回で

済む．よって，このアルゴリズムの作業用記憶領域は

O(n)である． ✷

6. む す び

本論文は，内面の個数が nであり，窓なし部屋の個

数がたかだか kである底辺付き方形描画を，描画一つ

当り O(1) 時間で，重複も抜けもなく，列挙するアル

ゴリズムを与えた．列挙することなく，様々な性質の

方形描画の個数のみを高速に見積もる方法を開発する

ことが，今後の課題である．
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