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前回は，離散事象システムの基本

的なふるまいからベトリネットによ

るモデル化への入口まで示した.今

回は，ベトリネットモデルに親しん

でL、ただくために，まず簡単なネッ

トモデルの作り方を示し，シミュレ

ーションの具体的方法へと進む.

4-3. ぺトリネ・7 トによるモデル化

すでに述べたように，ペトリネッ

トは，システムにおいて，特に事象

と条件という 2 つの側面とそれらの

問の相互関係をモデル化している.

この見地からシステムを観察する

と，任意の時間にはある条件が成立

している.この条件が成立している

結果，ある事象が生起する.これら

の事象が生起すれば，システムの状

態が変わり，その結果，前の条件が

成立しなくなり，他の条件が成り立

つようになる.事象と条件はシステ

ムをペトリネット的に見る見方の根

本であり，モデル化するときの重要なポイントである.

たとえば，図4.3 は生産者ーコンテナー消費者システム

をペトリネットでモデノレ化したものである.このシステ

ムの条件と事象は次のようである.

条件

a. 生産者は仕事を待機中.

b. コンテナは空.

c. 生産者がコンテナに詰め替え中.

d. コンテナは満杯.
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図4.3 生産者一コンテナー消費者モデル

e. 消費者が消費中.

f.消費者が消費を待っている.

事象

1. 生産者がコンテナに詰め替えを開始する.

2. 生産者が詰め替えを終了する.

3. 消費者が消費を開始する.

4. 消費者が消費を終了する.

事象 1 (生産者がコンテナに詰め替えを開始する)の

前提条件 (preconditions) は， a (生産者は仕事を待機

中)，および b( コンテナは空)であることは明らかであ

る.事象 l の後提条件 (postconditions) は， c (生産

者がコンテナに詰め替え中)である.同様にして，各事

しいづかひさお工学院大学電子工学科
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表5.1 ネットの要素と離散事象システムの対応、

離散事象システム

事象

事象の生起

活動 (activity)

要素 (entity)

あるタイプの要素

要素の流れの方向

要素のタイプにしたが

う路

A
W
A
H
O
O
A
H
O
O
 

トランジション

トランジションの発火

プレース

トークン

カラートークン

アーグ

カラーアーク

ベトリネット

事象~) D 
大

一一一，タイプ1の要素

一-ータイプ2の要素

ネット形での離散事象システムの表現

活動P。(臨)

図5.1

象に対する他の前提条件と後提条件をまとめると次のよ

うになる.

事象

ークンは個有にある種の属性(情報)を持つことになる.

トークンはトランジションにおいて生成されたり壊され

たりする.さらに， トランジションの発火は，合成トー

クンを形成させるためにトークンの合体，あるいはより

小さな個々のトークンへ分裂させる結果をもたらす.ま

た， 3. で示したように，離散事象システムにおける事象

は瞬間的に発生し，事象と活動を区別した.これらをペ

トリネットで表現することは容易である.

離散事象システムにおける要素の流れ，合体，事象，

活動などをネットの形で示すと図5.1のようになる.この

後提条件

b , f 

初期マーキングは図4.3 (a)のようにトークンが割り当

てられている.すなわち，コンテナが空いていて生産者

が仕事を待っている状態を表わしている. トランジショ

a , d 

e 

c 

前提条件

a , b 

d , f 

c 

e 

2 

3 

4 

関係をエンゲージメント (engagement) と呼ぶこともあ

る(7].エンゲージメントとは次の 4 つの関連した概念:

①要素の状態あるいは活動，②状態の到達を示すための

データ構造，③要素聞の合体の形成，④処理の進行段階，

を表わすのに用いられる.ペトリネットの要素と離散事

象システムの構成要素との間には，表5.1に示すような対

応関係がある.一方， Shannon( 10)は，離散事象シミュ

レーションを次のように特徴づけている:

ENTITIES(要素)

having ATRIBUTES(属性)

interact with ACTIVITIES(活動)

under certain CONDITIONS (条件)

creating EVENTS (事象)

that change the STATE(状態)

これらのことから離散事象シミュレーションとペトリ

ネットはきわめて密接な対応関係にあることがわかる.

ン 1 の入力プレース a ， b にトークンがあるので， トラ

ンシジョン l は発火可能である.その他のトランジショ

ンはいずれも発火可能ではない. トランジション l が発

火すれば， トークンが移動して図4.3 (b)に示すマーキン

グが得られる.この状態ではトランジション 2 のみが発

火可能である. トランジション 2 の発火後のマーキング

ロ図4.3 (c) となり，ここで新たにトランシジョン 3 が発

火可能となる. トランジション 3 を発火させると，マー

キングは再び元の状態に戻る(図4.3(a)).

このように，ペトリネットのマーキングはトランジシ

ヨンの発火によって変更され，マーキングが異なれば，

発火可能なトランジションも異なってくる. トランジシ

ョンの発火は，発火可能なトランジションが存在する限

り継続して行なわれる.このように， トークンがベトリ

ネット内を動きまわるようすは，システムの動的なふる

まいを表わし，これからシミュレーション結果をはじめ

として重要な情報が得られるのである.

離散事象システムとペトリネットの

閣の対応

5. 

ペトリネットの一般的な構造とその

ベトリネットモデルの基本的概念に関してはすでに4.

で-述べたが，ここで‘は，さらに一般的な形でネットの定

義をしておこう.

(37) 881 

定義

6. 
一般に離散事象システムにおいては， \，、くつかのタイ

プの要素が存在している.つまり，それぞれの属性をも

った要素がシステム内を流れている.これはペトリネッ

トではカラートークン判を割り当てることに相当し， ト

1989 年 12 月号

判カラーベトリネットについては後の章で定義される.
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ペトリネットは 2 つの基本構造，すなわち，プレ

ースの集合P とトランジショ γ の集合Tから定義さ

れている.完全に定義するためには，プレースとト

ランジションの聞の関係を定義しなければならな

い.これは， トランジションとプレースをつなぐ 2

つの関数，すなわち，入力関数 I と出力関数Oを規

定すればよい.入力関数 I と出力関数Oは，各トラ

ンジション ti に対して，それぞれ入カプレースの集

合 1 (ti ) と出力プレースの集合O(ti ) を決めるもの

である.

定義 1 5 項組 N=(P， T;F， C， W)は，次の場合に

限りネットであるという.

(1) (P, T;F) はネットである.ただし ， Pの要素

はプレースと呼ばれ， Tの要素はトランジション

と呼ばれる . Fç(PxT)n(TxP) は 2 項関係

でネット Nにおける流れの関係である.

(2) C:P• N+ U{∞}は容量関数 (capacity function). 

(の W:F→N+ は重み関数 (weight function). 

ただし ， N+ は正の自然数の集合を表わす.

ここで‘は ， IPI<∞ ， ITI<∞であるような有限なベ

トリネットのみについて考える.

このようなネットの発火規則は，次に示すような定義

にしたがって実行される.

定義 2 N=(P,T;F, C , W) をネットとする.

(1) Nは，もし '</(p， t) EPxT: (p, t) EF吟(t ， p )<t F

であるならば，そのときに限り純 (pure) であるとい

う.

(め関数 M:P→NはNのマーキングと呼ばれる.

(3) トランジション tET は，もし ，</ p El(t): M(p) と

W(p， t) かっ ，</ PEO(t) :M(p)+W(t， p) 亘 C(P) で

あるならばそのときに限りNのマーキングMのもとで

発火可能であるという.

(4) トランジジョン t E T I土NのマーキングMのもとで

発火可能であるとする.そのときは次のように与

えられるNの新しいマーキングM'を発生しうる:

M'(p)=M(p)-W(P， t)( すべてのρE I(t) に対して)

M'(p)=M(p)+ W(t，p)(すべてのPE O(t) に対して)

M'(p)=M(p) すべてのp <ll(t)UO(t)に対して)

M' をMの直接次段マーキング(immediate follower 

marking) と呼ぶ.一般にMの次段マーキングの集合と

は，直接次段マーキングに続くマーキングの集合を意味

する.

以上のような定義にしたがうベトリネットは，一般に
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( a) トランジションの発火
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(b) トランジションが発火不可能な場合

図B.l プレースに容量をつけ，アークに重みを持つ一般

的なネットの発火規則の適用例

プレース/トランジションネット (P/T ネット)と呼

ばれているが(4J，これはアークに重みをつけ，プレース

に容量をつけて4-2. で示したペトリネットを一般化した

ものと考えてもよい.たとえば，図B.l (叫は重みをつけ

たアークと，容量を持つプレースの発火の状態を示し，

図6.1 (b)は発火不可能な場合の例を表わしている.ただ

し，アークの重みが 1 の場合と，プレースの容量が特に

指定されていない場合は何もっけない.

7. 簡単なシステムの宅デル化とシミュ

レーションoØ11

ある機械工場で各機械とオベレータの稼働状況を調査

することが必要になったことを想定してみよう.そこで，

特に各機械とオベレータの空きの状態，およびオペレー

タの機械操作の状態を調べることにする.

7-1. モデル化(3J

この機械工場には 3 種類の機械 M1> M2' Ms が設置

され 2 人のオベレータ 01> O2 がL 、る.オベレータ 01

は機械M1 と M2' オベレータ O2は機械M1 と Msを操作

できる.注文品は 2 段の加工を必要とする.最初の M1

で加工し，次にM2と Msのどちらかで、加工する.このシ

ステムは次に示す条件と事象をもつことになる.

条件(数字は図7.1(a)のプレース番号に対応い

5. 注文品が到着し ， M1 による加工を待機中.

6. 注文品が M1 による加工を受け M2 または Ms に

よる加工を待機中.

12. 注文品が兎成.
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3. 機械M1 は空き.

7. 機械M2 は空き.

10. 機械 Ms は空き.

1.オベレータ 01 は空き.

\1.オベレータ O2 は空き.

2. オベレータ 01 が機械M1 を操作中.

4. オペレータ O2 が機械M1 を操作中.

8. オベレータ 01 が機械M2 を操作中.

9. オベレータ O2 が機械 Ms を操作中.

事象(数字は図7.1(a)のトランジション番号に対応) : 

6. 注文品が到着する.

7. オベレータ 01 が機械M1 を用いて注文品の加工を

開始する.

8. オベレータ 01 が機械 M1 を用いて注文品の加工を

終了する.

5. オベレータ O2 が機械M1 を用いて注文品の加工を

開始する.

4. オペレータ O2 が機械M1 を用いて注文品の加工を

終了する.

9. オペレータ 01 が機械M2 を用いて注文品の加工を

開始する.

\.オペレータ 01 が機械 M2 を用いて注文品の加工を

終了する.

10. オベレータ O2 が機械 Ms を用いて注文品の加工を

開始する.

3. オペレータ O2 が機械 Ms を用いて注文品の加工を

終了する.

2. 注文品を配送に送る.

このような条件と事象を伴うシステムは，図7.1に示す

ようなベトリネットでモデル化される.図7. \(a)には，各

トランジションとプレース番号がつけられている.図7.1

(同はこの場合の初期マーキングを割り当てたペトリネッ

トを示す.

7-2. シミュレーションの実例

図7.1(b)の初期マーキングからスタートする.これは，

2 人のオベレータが仕事を待っていて 3 台の機械が空

いている状態である.ベトリネット・シミュレータ (9)を

用いて，トランジションの発火順序をランダムに設定し，

シミュレーションする.

注文品の総数を200個とする. 200個がすべて加工され

るためには，このネットモデルのトランジョンの発火の

回数は800回である(ただし， トランジション 2 と 6 は除

く).トランジションの発火によるシステムの動的ふるま

\989 年 12 月号

(a) プレースとトランジョンの番号づけ

己
(

(防初期マーキング

図7.1 例題の機械工場のペトリネットモデル(グラフィ

ック・エディタ [9Jによる作成)

いのデータ，すなわち，プレースからの情報(活動状況)

とトランジションからの情報(事象発生の状況)のデー

タ収集を行なう.

表7.1はプレースから得られる情報，すなわち，各機械

とオペレータの稼働状況の統計を示す.これに対して，

表7.2は各トランジションの発火回数から得られる情報，

すなわち，オベレータが各機械を用いて加工の開始と終

了に関する統計を示す.

表7.1 からオペレータの空きの状態と機械操作との関

係については，

オベレータ 01 に関して:

空き (48.1%)+M1 を操作中(26.3%)

+M2 を操作中(25.6%)=100% ，

オペレータ O2 に関して:

空き(引.6%)+M1 を操作中(\2.9%)

+Ms を操作中(35.6%)=100% ，

となっていることがわかる.また，各機械の稼働状況に

ついては，
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表7.1 例題の出力結果(稼働率)

トランシジョンの発火総数= 800 回

状 態 率(%)

機械Md主空き 60.8 

機械M2 1土空き 74.4 

機械 M8 は空き 64.4 

オベレータ 01 は空き 48.1 

オベレータ O2 は空き 51. 6 

オベレータ 01 が機械M1 を操作中 26.3 

オベレータ O2 が機械M1 を操作中 12.9 

オベレータ 01 が機械M2 を操作中 25.6 

オベレータ O2 が機械 M3 を操作中 35.6 

機械M1 に関して:

空き (60.8%)+01 が操作中(26.3%)

+02 が操作中(12.9%)=100%，

機械M2 に関して:

空き (74.4%)+01 が操作中(25.6%)=100% ，

機械 M8 に関して:

空き (64.4%)+02 が操作中(35.6%) = 100%. 

となっていることがわかる.

表7.2 例題の出力結果(事象の発生率)

トランシジョンの発火総数= 800回

事象|発(安)率
機械M1 を用いて注文品の 15.2 
加工開始

機械M1 を用いて注文品の 15.2 
加工終了

オベレータ 01
機械M2 を用いて注文品の
加工開始

7.9 

機械M2 を用いて注文品の 7.9 加工終了

機械M1 を用いて注文品の 9.8 加工開始

機械M1 を用いて注文品の 9.8 加工終了
オベレータ O2

機械 M8 を用いて注文品の
加工開始

17.1 

機械 M. を用いて注文品の 17.1 
加工終了

を導入することができるつづく)

文献

このネットモデルて唱は，加工に要する時聞は考慮して (前回にあげたものは省く)

いないが，後の章で述べる時間ペトリネットを用いるこ (10J R. E. Shannon: “System Simulation : the 

とによって発火条件を満たしてもトランジションの発火 Art and Scienceぺ Prentice-Hall ， 1975. 

を一定時間遅らせることで，ペトリネットに時間の概念
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