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ペトリネットのシミュレーションへの応用
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最近の生産システムはFMS に代表されるように，複 STOCKl STOCK2 

雑多様化の様相を呈している.今回は，このような生産

システムのモデリング技法の基礎について述べる.

10. 生産システムの毛デル化

ペトリネットの生産システムへの応用例として，フロ

ーショップ生産システムおよび無人搬送車 (AGV:

Automatic Guided Vehicle) による輸送システムの2

つのモデル化の例を示し，これらに関連する解析ツール

としてのベトリネットの特徴についてもふれる.

10.1 並行システムとしてのFMS とモデリングツール

近年，市場の多様化とともに，それに対応するために

経済的で効率的な生産システムが要請され，さらに，要

求される品質の製品を間違いなく生産することが必要に

なってきた.この要請に答えるために，在来の生産シス

テムとは異なる経済的で柔軟性があり，かつ迅速に対応

できる多品種少量生産に適した生産システム，いわゆる

FMS( Flexible Manufacturing System) が開発され

てきた.

FMSは，多くの並行的な構成要素，複雑な論理的関

係および分散システム構造を持つコンピュータ統合、ンス

テムである.言い換えれば， FMSは協力 (cooperative)

したり競合(competitive) したりする関係を同時に持つ

ことができるので，並列的に操作できる構成要素(機械，

ロボット，無人搬送車(AGV )， コンベヤなど)を含ん

でいる.

ここで，協力とは，たとえば，搬送車に機械をロード

(loading) したりあるいは搬送車からアンロード (un

loading) したりすること，そして競合とは，たとえば，

いくつかの機械が同一の搬送車のサービスを要求してい

しいづかひきお工学院大学電子工学科

守 160 新宿区西新宿 1-24-2
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図10.1 フローショップ生産システムの構成図

る状態のことである.

これらのシステムの性能とフレキシビリティに対する

高度な要求が，ますますシステムの設計を複雑なものに

している.したがって，このようなシステムの設計のた

めの十分なツールを持つことが重要とされている.ベト

リネットは広い領域で並行システムをモデル化するのに

用いられてきた.特に， FMS に代表される生産システ

ムのモデル化は，ベトリネットにとって格好の応用分野

であろう.

10.2 フローショ'"プ生産システム

簡単のために 2 台の機械と 2 種類の製造部品だけか

ら成る場合を考える.図 10. 1は 2 台の機械(MCHl と MC

H2)によって 2 種類の部品(PARTl と PART2)を生産

するシステム構成を示したものである.すべての部品は

2 台の機械(フローショップ)を同じ順序で通過する.

各機械の入口と出口にはそれぞれストック (stock) があ

る.このシステムのスケジューリングは 2 種類の部品

を交互(PART1 ， PART2， PART1，…)は生産するもの

とする.

図 10.1の生産システムをペトリネットでモデル化する

と図10.2のような構成で示される.ネットモデルのプレ

ースとトランジションは，それぞれ次のような意味を持

っている.

stockij :機械 j の入口のストックに部品 i がある

partii 機械 j の中に部品 i がある

mchij 機械 j が空きで，部品 i を待っている

tiJ 機械 j の中に部品 i をロード(入力)する

t'ii 機械 J から部品 i をアンロード(出力)ずる
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る.ストックに溜る部品の数は最大で

も 2 個で，ネット内のトークンの動き

は規則正しく，モデルが妥当なもので

あることを示している.

このように，ネット内をトークンが

動きまわるようすは，フローショップ

処理を正確に実現していることがわか

る. 2 つの機械の中のフローの順序は

常に同じである.さらに，このモデル

はシーケンシャル操作(t1l -t'lI -tI2-

t'12および t21 -t'21- t22- t'22) ， 分割資

源管理(機械MCH1 と MCH2)，およ

び並列動作も示している.

10.3 台車による輸送システム

図 10.3はAGVを用いた輸送システ

ムの例を示すダイヤグラムである.原

理的には，このシステムは 3 台のロードステーション

(入力ステーション )i1> i 2 ， らが，アンロードステーショ

ン(出力ステーション )01> 02 に必要な材料を供給してい

る.ダイヤグラムの中にある丸印はコンタクト (contact)

と呼ばれ，あるセクションの終点における台車の存在を

検出するのに用いるものである.台車がコンタクトに到

達するたびに，制御システムはそれを停止させるべきか，

あるいは方向を決めて続けるべきかを決定しなければな

らない.衝突を避けるために，輸送ネットワークは任意

の与えられた時間において，各セクションに l 台以上の

台車が来ないようなセクションに分割される.ここで，

ステーション 01 と 02 はステーション i1から受け取ること

はできるが，ステーションらとらはステーション02 にだ

け供給することができるような 1 つの応用を考えてみよ

う.

l22 

I stuck~3 

•• 
図10.2 フローショップシステム(図 10. 1)のベトリネッ

トモデル

図 10.2に示した初期マーキングは次のような状態を表

わしている:機械MCH1 と MCH2 は PART1 の型の部

品を待っている(プレースmchll と mch12 はマーキング

されている)闘は， N個の部品 PART1 とN個の部品

PART2 が機械 MCH1 の入ロストックにある (プレー

ス stock ll と stock21にN個のトークンがある ). トランジ

ション tll (機械 MCH1 へのローディング)だけが発火

可能である . t llが発火するとプレースpartll にトークン

が移動する(すなわち，部品 PART1 は機械 MCH1 に

ロードされる).この部品は， プレース mch21 にトーク

ンを移動させて資源“機械MCH1" を空にするトランジ

ション1'11 の発火によりアンロードされ，ストック STO

CK2 にロードされる. したがって，次の 2 つの並列的

な動作が可能である:

(1)部品 PART! ;危機械 MCH2 ヘロード (t12 の発火)

(2)部品 PART2 を機械 MCH1 へロード (t21 の発火)

これら 2 つのトランジションの発火はプレース part 12

と part21 にトークンを移動させる.部品 PART1は t'12

を発火させると，出口のストック (STOCK3) にロード

されるから，機械MCH2は空になる(プレースmch22に

トークンが移動する ). t'21が発火すると，機械MCH1か

ら部品がアンロードされる.機械 MCH2 が空になると

部品PART2 がロードされ (t22 の発火)，最終的にはア

ンロードされる( t'22 の発火).

部品の個数を PART1が 10個， PART2が 10個として，

実際にこのモデルをシミュレーションしてみると，発火

回数は各トランジション 10回で計80回の発火が行なわれ

1990 年 2 月号

このシステムのベトリネットモデルを図10.4に示す.

ネットモデルのプレートとトランジションは，それぞれ

次のような意味を有している.

AGV 
lj 

12 02 

,...,'5 

。 1

AG¥' 

ザ Z

'3 

図10.3 自動搬送車 (AGV) を用いた輸送システム

のネットワーク
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Pij ステーション0，の方向に向

かう台車がセクション j にあ

る

Sj セクション j は空いている

tij 目的地がステーシヨンOiで

ある台車がセクション j を離

れる

図 10.4のネットモデルでは 4

つのルート(il-0h i 1-02, i2一

02. is-os) に対応する走行列を考

慮している.プレースSjに 1 個の

トークンを与えであるのは，台車

は 1 セクションに最大 1 台の制限

があるためで・ある.

ローディングステーション i1 ，

i2, i3からの運搬物の個数をそれぞ

れ10個，[十30個として，シミュレー

ションを実行してみた.各トラン

ジションの発火回数は表10.1に示

すような結果が得られた.したがって，このネットモデ

ルは図10.3のAGV ネットワークシステムを忠実にモデ

ル化していることがわかる.

10.4 解析ツールとしてのペトリネ・7 トの利点と特徴

生産システムのモデリングツールとしてベトリネット

を用いた場合，主な利点としては， グラフィックでわか

りやすし、から設計者とユーザ一間のコミュニケーション

が容易にできること，状態グラフに比べて簡潔であるこ

と，解析できる可能性があること，そしてモデルを直接

実行できることなどがあげられる.

ペトリネットの l つの顕著な問題は，構築したモデル

が妥当なものであるとき，その“解析力"である.した

がって，ネットは“良いモデル" (good model) として

表10.1 AG  Vモデルのトランジションの発火回数(ロ

ーディングステーションからの運搬物の個数は i1) ら，ら

から各 10個，計30個)

トランジション|発火回数|トランジション|発火回数

tu 5 t22 10 

t13 5 t23 15 

t15 ラ t2f 10 

t16 5 t25 

t21 5 t27 25 

122 (52) 

関10.4 輸送システム(図 10.3) の

ベトリネットモデル

の特徴を備え関連するいくつかの性質を満たさなければ

ならない.

これらの特徴と性質のいくつかを以下に示す.

( 1) 有界性 (boundedness )ネット上の任意のプレ

ースに蓄えることのできるトークンの数が有界であるこ

と.有界性は「モデルの状態が有限におさえられること J

を意味する.

(2) 活性 (liveness) :ネットが活性(ライブ)である

とは，そのモデルがデ.~ドロック (deadlock) にならな

いというだけでなく，到達可能なマーキングのどの状態

からでも，任意のトランジションの発火を導くことがで

きる発火系列が存在することも意味している.

(3) 可逆性 (reversibilityいすべてのトランジショ

ンについて，入力と出力を逆にしたトランジションが別

に存在するとき，ネットは可逆であるという.可逆性が

確かめられれば，任意の到達可能な状態から，その初期

状態にシステムを戻すことが常に可能である.

(4) 相互排他プレース(mutually exclusive places) 

:相互排他プレースとは，それらが決して同時にマーク

付けされることのない複数のプレースのことをいう.こ

の性質は，たとえば，分割資源の正しい利用を確かめる

のに用いられる.

(5) 周期距離 (synchronous distance) 事象の棺互

依存性あるいは独立性は，システムの設計や解析におけ
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(a) (b) 

5 

(c) 6 

図10.5 同期距離の概念: (a)条件/事象システム， (b)事象{a， b} と事象{c， d}が交互に発生

するように同期化， (c) S・要素の付加によって同期の度合を測る.

る重要な課題である.同期距離とは，直観的には 2 つの

トランジション(あるいはトランジションの部分集合)

聞の発火回数の差が有界であることを保証する概念から

生じたものである.特に，同期距離の有限性は，システ

ムの事象生起の相互依存の度合に関係して重要である.

図10.5(a)に示すシステムは，互いに独立に動作する 2

つのサイクリックな部分から成っている.事象の集合を

それぞれ E1 ={a， b} , E 2 ={c, d} とすると ， E1 と E2

はいかなる方法でも同期化されることはない.

次に， E1 と E2 を連結させるのに，図 1O.5(b)に示すよ

うに，ある構造を付け加える.こうすることで， El と E2

の事象の発生はある種の制限を受け，同期化現象が現わ

れる . E1 と E2 の聞の同期の度合を測るために， s-要素

と呼ばれる新しいプレースを図 10.5 (c) のように付け加

える.ただし S はトランジション a ， b の出力プレース

であり， トランジション c ， d の入力プレースである.

S・要素は，元のネットの動作にL 、かなる影響も与えない

ように付け加えられている .E1 の事象が発生するたびに

S にトークンが加わり ， E2 の事象が発生するたびに S か

らトークンが取り去られる.したがって 2 個のトーク

ンを運ぶことが必要とされ，さもなければトランジショ

ン a の最初の発火後に、ンステムはデッドロックになる.

しかし sが 2 個以上のトークンを運ぶことは決してな

い.プレース S はE1 と E2の問のパップァ (buffer) と解

釈することができ，このパッファに必要な容量はE1 と E2

19如年 2 月号

の同期の度合に依存する.

2 つの集合E1 と E2 の同期距離 σ (E..E2 ) は S司要素の

最小容量として定義される [20J. 図 10.5に示した例のネ

ットでは σ({a， b) ， {c , d})= 2 となる.

(6) 可逮木 (reachability tree) :これは，初期マー

キングからスタートし， トランジションが発火する毎に

各マーキングを 1 つの節点に対応づけて到達可能なマー

キングのグラフ(木を構成する)をもとにしてネットを

解析しようとするものである.しかし，この方法は並行

性が高いネットで・は，到達可能マーキングの数が指数関

数的に増加するため現実的には利用不可能である.

可達木の具体例については，たとえば文献白]を参照.

( 7) 階層構造 (hierarchy) :ペトリネットの重要な特

徴の 1 つは，システムの階層的なモデルを作れる能力で

ある.さらに抽象的なレベルでモデル化するために，ネ

ットの一部を 1 つのプレースまたはトランジションで置

き換えてもよい.また，より詳細なモデル化をするため

にプレースやトランジションを部分ネットで置き換えて

もよい.図10.6にはネットの階層化のイメージを示す.

ネットを最初の段階で階層化をしておくことで，可達木

解析がより容易になることがことがある.

(8) インバリアント解析(invariant analysis) ネッ

トインノミリアント (p・インノミリアント t.インノミリアン

ト)は，初期マーキングに影響されずに，ペトリネット

の構造的な性質を解析するための巧い方法として知られ
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ている.直観的には， p・インパリアント

(s・インバリアントと呼ぶこともある)

は， トランジションの発火によってマー

キングが変化しでもトークンの総和が一

定値であるようなプレースの部分集合を

意味し，一方， t・インバリアントは. あ

るマーキγ グから出発して発火可能なト

ランジション(あるいはそれらの部分集

合)を正確に何回か発火(重複も許す)さ

せ，元のマーキングに戻ってくるトラン

ジションの発火系列(発火ベクトル)を意

味している.たとえば，鉄道輸送網は動

力車，貨車， コンテナ，乗務員などの永

久資源を周期的に運用している.このよ

うな実用的なシステムはオーバーフロー

もアンダーフローも起こさずに局期的に

運転されるから，そのペトリネットモデ

ルは t・イ γパリアントを持つ.一方，航

空機の座席予約のような制約のある資源

に関する予約を編成するようなシステムのペトリネット

モデルはかインパリアントを持つ.一般的に，インバリ

アントは線形代数的方法によりプレースートランジショ

ン接続行列から計算することができる.ネットインパリ

アントに関する詳細は，たとえば，文献[4， 19Jを参照さ

れたい.ここで、は，フローショッフ.モデル(図 10.2) に

現われるp・インパリアントの具体例を見てみよう.

図 10.2のネットでは次のような 4 つのp・インパリアン

ト 1" 12, 13，んを見出すことができる.

11: M(stock ll )+M(part ll ) 十M(stockI2 )

+M(partI2) +M(stock13) = N  

12: M(stock2tl+M(part21J+M(stock22) 

λ 
, , , 、、

、
、

、
、

、
、

、

、

ー
、

t
f
i
l
-
-
1
 

1
 

t
 

+M(part22) +M(stock2S) = N  

18: M(mchll)+M(partll)+M(mch21) 

+M(part2tl= 1 

14: M(mchlZ)+M(partI2)+M(mch22) 

+M(part22) = 1 

ただし， M(p) はマーキングMのときプレース p にあ

るトークンの個数を表わす.

マーキングMは非負整数であるから ， p-インパリアン

ト 1" 12 はプレース stocktj のすべてが最大N個のトー

クンを持ちN-有界であることを意味している.インパリ

アント 1s，んはプレースmchij' partij が 1-有界である

ことを意味している.インパリアント 18は 4 つのプレー

124 (54) 

1'3 

1" 

Pl 

tz 

図10.6 ベトリネ γ トの階層化

スmchll ， partll, mch2" part21 の聞での相互排他を保

証するものであり，機械MCHl は次のような状態でただ

1 回だけ使用されることを意味している:

.PARTlを待っていて，空きの状態 [M(mchll )=IJ

・ PARTlのために稼働中 [M(partll ) = lJ 

• PART2を待っていて，空きの状態 [M(mch21 ) = lJ 

・ PART2のために稼働中 [M(part2tl = lJ 

インパリアント z. に対しても同様の解釈ができる.

構造解析は可達問題(有界性，相互排他など)として

とらえることのできる性質を(十分条件の意味において)

調べるのに効果的で有用である.インパリアントによる

解析は，活性や可逆性などの性質を調べるとき主に制限

を受ける.しかし，特別なクラスのベトリネット(状態グ

ラフ，マークグラフなど)の場合は，直接的に結果が得

られる.そのような場合のネットモデルの多くは，無デ

ッドロック (deadlock-freeJ である.たとえば，図4.3

のネットて、は，常にトランジションが発火可能であり，

モデルは無デッドロックである.

活性あるいは可逆性のようなネットのし、くつかの性質

は，たとえば，プレースあるいはトランジションへの時

間の付加(8. の時間ベトリネット参照)，外部事象による

同期化などを取り入れると，その性質が変わってしまう

ことになる.そのような場合は，シミョレーションによ

る解析を実行するのがよい.この種の解析は，システム

オベレーショ γズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



性能評価やそのディメンション(最大ストックサイズ，

機械の占有率，サイクル長など)を調べようとするとき

有用であるつづく)
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A4 版規格紙

紙に同志通れたうそ'のゲージ

はなかなか面白い工夫があるものだ.

eOR ・

鴛の木彫り

先日， うそ替えの神事のきし、，亀戸天神に参詣した

折り，木彫りの「うそ」を l つ求めた.小さいものか

ら大きいものまで寸きざみにいろいろな大きさのもの

がある.売り場には大きさが実物大に描かれ，そこに
ねぎ

値段が記された紙が用意されていた.禰宜さんたちは

注文があるたびに，この紙に実物をあてがって値段を

確認していた.大きさぐらい目測でわかるから無用の

こととも思えたが，突のところ筆者自身も目測を誤っ

ていたことがわかった.なにしろ相手は「うそJ のこ

と，用心にこしたことはないからくり堂主人)
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