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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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今回は，カラーベトリネットの新しい応用として最近

の話題の中から，ピルの火災等における避難行動モデル

の構築法とそのシミュレーション事例について紹介す

る.また，最後にベトリネットツールに関する内外の最

新情報についてもふれる.

13. ピルにおける避難行動毛デル

近年，ピルの高層化が進行している中で，当然のこと

ながらそのセキュリティの問題に関心が向けられてい

る.特に，火災などの緊急時における避難行動について

は重要な課題とされている.筆者の勤務する工学院大学

新宿キャンパスは，昨年 8 月に地上 130 メートル 29階建

ての超高層校舎に生まれ変わった.筆者の研究室は23階

にあり，展望室のような見晴らしである.もちろん，セ

キュリティについては万全を期して設計されているが，

周閣に建ち並ぶ新宿の超高層ピル群を眺めていると，ピ

ルにおける“避難モデル"についてわれわれはより大き

な関心を持たなければならないことを実感している.

ここでは，この種の問題に対する新しいアプローチと

して，カラーベトリネ γ トによる避難行動モテ'ルの構築

とシミュレーション事例について述べる.

13.1 避難モデル

緊急時における人聞の行動・情報処理に関するこれま

での主な研究としては，まず群集流の理論にもとづくも

のがあげられる【30]. この方法によって，避難時におけ

る滞留や全体の避難時聞を知ることができ，パニックの

発生を予期することが可能となるが，現実を正しく再現

できない欠点がある.群集流は，いわば「流れに乗って」

すべての人が行動を起こすことを前提としている.

一方，認知科学の発展で，個人の情報処理システムの

しいづかひさお工学院大学電子工学科
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解明が進んできた[29]. 文献[31Jでは，緊急時における

行動を個人の情報処理過程から Prolog を用いて避難行

動をシミュレーションしている.しかし，これらの方法

では規模の大きなモテ'ルの構築に限界がある.また，最

近の事例として，建築設計の観点から SLAMllによる

シミュレーションモデルの研究[34J，最大流問題や最小

費用流問題を適用した避難モテFルの研究[35Jなども興味

ある結果が得られている.

13.2 カラーペトリネマトによる避難行動の基縫モデル

ペトリネットを避難モデルへ適用した最初の報告は文

献[32 ， 33J にみられる.ペトリネットによる避難モデ

ルは，ペトリネットの持つ利点を有効に使うことで，よ

り現実に近い状況をシミュレーションによって再現しよ

うとすることを狙っている.すなわち，ペトリネットを

用いて個人の情報処理過程について基本的なところから

忠実にモデル化し，緊急時における人から人への情報伝

達・避難行動の様子をシミュレーションによって明らか

にすることである.そのためには，人間の行動が並列的

でかつ非同期的に行なわれていることに着目し行動を

起こす人にある種の情報を持たせるために，カラーベト

リネットによるモデル化が適している.

ペトリネットで人間の動きを表わすために，ある限ら

れた空間をプレースに対応づけ，そこにいる人間をトー

クンに置き換えて考える.人間の持つ情報の違L 、はカラ

ートークンを割り当てることで識別する. トランジショ

ンが人間の動きをコントローんする役目を果たすことに

なる. トランジションは， トークンの数だけでなくトー

クンに付加されたカラーの情報によって，発火規則を設

定してトークンの流れをコントロ -/1 する.

普通，人聞が出口などの情報を持っていれば，そちら

に行こうとする.しかし，ペトリネットにおけるトーク

ンに「出口の情報を持っている j というカラーをつけた

だけでは， トークンは出口に向かつて動いてくれない.
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基礎モデル 2 の発火規則

発火規則|入力|出力
アーク番号 \1: 4 ¥ 2 : 3 
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報さえ持たないトークンで，たんにトランジションの発

火に関与するだけのトークンである.無色トークンを各

プレースについて，全体の避難者に対して十分に多い数

を初期値として配置しておくことで，カラートークンが

不自然な動きをしないようにコントローんすることがで

きる.そのさい，表13.3のようにトランジションの発火

規則に無色トークンを含めた規則を加えなければならな

xx XX¥XX  xx 誰もいない

半三回と山る移動
×そ xoL~三竺たんなる移動
× x ∞\ x xo0 たんなる移動
O0: X X ¥00 X ×たんなる移動
xo: xo¥ xo xo たんなるスレ違い

x・ x x ¥ x ・ xx 避難
ゅバo川.: x x スレ違いのさいに
^..~ ^VI__ ハ〈情報伝達と避難

・・: x x \・・ x ×避難
x 無色トークン
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基礎モデノレ 3 の発火規則
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表13.3

基礎モデル 2 の例

発火規則|

アーク番号|

入

T 

L 、.

図 13.2

つまり， トークンカラー(この場合は出口に閉する情報

を持っているというカラー)に対してのプレ←スの配置

とトランジションの発火規則によって， ト-)ンを出口

に導かなければならない.出口に関する情報を持たない

人は，途中で情報を持っている人に出会えば情報が伝達

され，出口に向かつて移動しようとする.これをトーク

ンの動きで表わすと，情報を持たないカラーのトークン

が途中で情報を持っているというカラーのトークンに出

会えば，情報を伝達(つまりカラーが変わる)され出口

に向かうことになる.

図13. 1に示す基礎モデル l は，非常に狭い通路などの

一方通行の場合であり，双方向の通行を表わすことはで

きない.この場合は，表13. 1に示すように情報の伝達は

起こっていない.しかし，火災などのときに反対方向か

ら来る人に出会わないとは言いきれない.これを改善す

るために，基礎モデル 2 として図 13.2に示すように，少な

くとも各方向に 2 本以上のアーグが必要になり，これに

伴ってトランジションの発火規則も増加する(表13.2).

2 つのトークン“0" と“."が出会うということは，

情報の伝達が行なわれることに相当し，有用な情報の伝

達が行なわれたならば，情報を与えた人と情報を得た人

が違う方向に向かうのは不自然である.つまり，情報を

持った人同志がスレ違った後，別々の方向に向かったの

では出口にたどり着かせるのも困難になる.

さらに，この問題を解決するために図13.3に示す基礎

モデル 3 を導入する.このモデルて、は.，情報を得た人は

情報を伝達してくれた人と同じ方向に向かうようにして

いる.しかし本のアークが 1 個のトークンを導くの

で， トランジションが発火するには双方のプレースに 2

個以上のトークンが存在しなければならない.この矛盾

を取り除くために“無色トークン"(transparent token) 

なる概念を導入する.これは，情報の有無などの属性を

持つカラートークンに対して， “情報の有無"という情

1990 年 4 月号

基礎モデル l図 13.1
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13.3 対象の選択とネヴトモデルの

構築

避難行動については，複雑な上まだ

解明されていない点も多く，完全な避

難行動モデんを構築することは不可能

に近い.ここでは次に示す点に限って

考慮する:

・情報を入手してから，状況を把握

するまで一定の時聞がかかる.

・状況を把握してはじめて行動に移

る.

・避難行動は，明るい方向，解放空

間の方向，非常サインの方向のい

ずれかに向かうものとする.

モデルを構築する上で，基本となる

建築物については，人が多く集まりや

すいデパートを例に取り上げ，その 1

つのフロアを選んだ(文献[36J. p.45 

参照). 通常， 高層建築での避難をシ

---

図13.4 平面図のプロック化

ミュレーションする場合にもつのフロアごとにシミ 面的に考えることができるのでつのフロアについて

ュレーションを行ない，それらを階段で結合すれば，平 のみシミュレーションすることが基本となる.

l 吟 8
図13.5 デパートのペトリネットモデル(ただし， トラ

ンジションとプレースは左下の簡略表現とする)
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デパートの平面図をもとにして，まず人間

が通路として利用できる空間を取り出し，そ

の空間について 2 メートル四方ぐらいのプロ

ックに分ける.これを行なった結果を図13.4

に示す.ここで 2 メートル四方ぐらいの空間

とは，人間が実際に認識できる空間は十数メ

ートノL先ぐらいまでと言われており，これが

パニックの状態となると人間の視野は急激に

狭くなり，数メートル先ぐらいしか認識でき

ないと言われていることによる.各プロック

をそれぞれペトリネットのプレースに対応さ

せ，プロック間の関係をプレース聞の関係と

してトランジションに対応させる.図13.5に

は，このようにして構築したペトリネットモ

テ'ノレを示す.

個人の選択志向については，各ブロックに

おいてどのような行動をするか考え，ブロッ

ク聞の関係として人間の移動の条件を加え

る.これは発火規則によって定めることがで

きる.空間での人は，出口を知っている従業

員などと出口を知らない a般客を想定した.

空間の移動では，出口を知っている人は，出

オベレーションズ・リサーチ
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口を知らない人に対して情報を伝達しながら出口へ向か

う.また，出口を知らない人は，自由に移動するように

した.これは，本来なら，解放空間や通路の方向に向か

うのであるが，個人の経験や学習によって行動に相違が

あるので，ここでは，簡略化のため省略した.

13.4 シミュレーションの実行結果の例

シミュレーションを有効に行なうために，発火規則に

ついては 3 種類設定した.これは，避難経路が複数考え

られる区画があることを考慮してのことである.具体的

には，①火災を認知していない人にとっては自由に動き

回れるが，火災を認知している人は，一方についてのみ移

動できる規則，②どちらへも移動できる規則，③出口と

それに隣接する区画との聞のトランジションについて，

すべての人が一方に(出口に)移動できるような発火規

則，の 3 つである.これらの規則の発火カラー対応が満

たされれば，そのトランジョンは発火可能である. トラ

ンジションが発火すると，その発火規則にしたがって，

それぞれの番号に対応して，出力プレースにトークンが

加えられる.ここで・は，発火規則を簡略化するため 1 ス

テップに移動できるのは I 人に限った.

シミュレーションを実行するためには，各々のトラン

ジションがどの発火規則を適用するかを定めなければな

らない.ここて1土，紙数の関係でその詳細は省く.

この発火規則は，情報を持っている人は非常口の方向

に向かうものと仮定して，非常口の方向が明らかなもの

についてはその方向にのみ向かうものとし，どちらに入

っても非常口に行けるときは，情報を持っていても，自

由に動けるようにした.これは，滞留が発生したときに

迂回できる機能を持たせるためである.このとき，情報

を持った人がうろうろしないように，これらの規則を適

当に配置する.

以上の発火規則をもとに，初期条件として各区画の定

員を 9 名とし，無色トークンは十分に多くの数を置く.

各区画にいる人の数は，シミュレーションの開始時に情

報を持たない人，持っている人の人数を指定することに

より，乱数によって各区画に一様に分散配置する.また，

情報のない人は，いつまでも火災に気づかないおそれが

あることから，避難開始後一定時間経過すると情報を持

った人に準ずる行動をとる方が自然であると考えた.

シミュレーションの実行結果の一例を図13. 7に示す.

その l においては，初期値として情報を持っている人が

5 人， 情報を持っていない人が 45 人とした. その 2 で

は，情報を持っている人が20人，情報を持っていなレ人

1990 年 4 月号

が 480 人としている.両者を比較すると，その 2 の方が

滞留の発生はみられるものの，情報伝達はスムーズに行

なわれていることがわかる.これは，密度が濃いため，

情報を持っている人と持っていない人が同じ区画に居合

わせる確率が高いことによるものと考えられる.

また，同じ区画にいることのできる人数に制限を設け

たのにもかかわらず，情報伝達は制限のないときとほぼ

同等に行なわれている.このことから，全体に分散して

L 、る状態でつの場所に集中しなくても，情報伝達に

大差がないことが推察される.このことは非常に興味深

いことといえよう.これに対し，少人数の時は，情報伝

達がスムーズに行なわれたとはいえない.このようなと

きには，滞留の発生していないことを利用して，十分な

避難誘導が行なわれることに期待するものとする.この

他にも，実行中の画面より，滞留は合流点よりもその近

傍に発生しやすいようである.

13.5 より現実的なモデル化をめざして

避難行動のより正確な状況をモデル化するには，ベト

リネットの発火規則を改良すればよい.人間の情報処理

過程そのものの研究が進んでいないこともあって，まだ

モデル化の面で多くの問題点があるものと思われるが，

ペトリネットによるモデル化の基本的なアプローチとし

ての初期の目的は十分に達していると思われる.今後さ

らに，この種のモデル化をより現実な姿に近づけるには，

煙に関する情報もつけ加え発火規則を定めなければなら

ない.事実，燈の情報も含めた発火規則を適用すると，

より現実的なシミュレーションが可能となることが確認

されている[37].

14. ネットツールの動向

ベトリネットのためのコンピュータ・ツールは，汎用

のものと特別用途のものを含めると，最近その数が急増

してきている. Feldbrugge と Jensen がネットツール

の必要性を訴えてからまだ日が浅いが[38， 39, 40J，国

内外を間わずそれに対する関心が高まっている.たとえ

ば，神戸製鋼の生産ライン制御のためのロジッグコント

ローラ[41J，川崎重工の FMS のためのプログラミング

システム (K-ネット [42J)などはペトリネットにもとづ

いたツールである.また，沖電気工業の EXPRESS[43J 

は，通信ソフトウェア開発における要求仕様化段階の自

動化を行なう目的で，通信システムに対する 1 つのサー

ビス要求をベトリネットを用いて，ユーザー要求からサ

ービス仕様を作成している.
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(b) 避難の様子

(その 2)

(a) 情報伝達の様子

シミュレーションの実行例

れる傾向が予想される.ペトリネットがシミュレーショ

ンツールとしてばかりでなく，離散事象システムの記述

言語としての地位を確立しいわゆる「離散事象シミュ

レーション理論J を組み立てる礎になる可能性を持って

いることは確かであろう完)

(前固までにあげたものは省く)
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