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到達可能なペトリネットエディタ
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あらまし 離散事象システムのモデリングツールであるペトリネットでは，作成したモデルで全ての状態への到達が

可能であるかどうかがシステムの検証において問題となる．本研究では到達可能性を損なわないようモデルを拡張し

ていくことで到達可能なモデルのみを作成するエディタを提案する．
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Abstract In the Petri net modeling tool for discrete event systems , whether it is possible to reach all states in

the model created is important in the verification of the system. In this paper, we propose an editor to create a

model that can be reached only by going to extend the model so as not to cause a loss of reachability.
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1. 前 書 き

近年, 大規模な物流, 生産施設などが増えてきておりシミュ

レーションによって, どの程度の効率が見込めるか, それに見

合ったコストでの設備投資ができるかなどを事前に検証するこ

とは重要になってきている．また，シミュレーションにより問

題点が発覚することも考えられる．

そこで離散事象システムを有向グラフでモデル化することが

できるペトリネットを利用することで直感的なシミュレーショ

ンを行うことができる．また GUIを用いてペトリネットモデ

ルを作成することで，利用者のイメージと実行イメージを一致

させることができる．

ペトリネットの問題として初期状態からある状態への到達が

可能かどうかという到達可能性問題がある．シミュレーション

を行う際，終了状態へ到達可能であることはモデル作成の最低

条件であるが，作成したモデルから到達可能性を求めることは

計算量の問題などから非常に困難である．また時間ペトリネッ

トなどの機能拡張を行うと決定不能となる．しかし，到達可能

性が保証されることで構築されたペトリネットモデルは健全に

動作することを保証できる．

自由に制限のないペトリネットを構築後に，整合性を検査す

るのには限界があるため，ここでは，健全なペトリネットだけ

を生成する手順に限定し，その機構の利用容易性を検証する．

本研究では，GUI による直感性と到達可能性による健全性

を両立した柔軟で理解しやすく，健全なペトリネットを構築す

る手法を提案する．そのために到達可能であるモデルを拡張し

ていくことで到達可能性を維持したままのモデルの作成法を述

べる．また拡張の際のペトリネットの到達可能性をプロセス代

数 CSPを利用して検証する．最後に上記の手法を GUIを用い

て実装することで健全なペトリネットモデルの構築環境を提案

する．

2章ではペトリネットについて述べる. 3章ではペトリネット

の到達可能性について述べる. 4章は到達可能なモデル構築法

を述べ，5章でペトリネットエディタによる具体的な操作を示

し, 6章では CSP との対応を示す．7章ではこれら全体を統括

するペトリネットシミュレーション環境を論じる．8章で結び

とする.

2. ペトリネット

ペトリネットは離散事象システムをモデル化する表現技法で

ある．2種類のノードがあり,条件を表すプレースを○,事象を

表すトランジションを｜で表現し,この 2つをアークという条

件と事象の関係を表す矢印で結ぶ．プレースとトランジション

にはラベル（名前）をつけることができ，ラベルがある場合は

それぞれの近くに記述する．さらにシステム内を動作する要素

であるトークンを●で表現し, ペトリネットモデルでは初期状

態でプレース内にトークンが存在することがあり，これを初期

トークンと呼ぶ 1つのプレース内に多数トークンがある場合は
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図 1 動 作 例

プレース内の数字によりトークンの個数を表現する．また本稿

では，トークンの発生するプレースをソース，トークンが滞留

するプレースをシンクと呼ぶ．

プレースの入力に所望のトークンが滞留すると遷移（トラン

ジション）可能となり，実際の遷移が生じることを発火すると

いう．ペトリネットの状態はトランジションの発火によって遷

移し，トランジションに入力されるプレース（以下入力プレー

ス）すべてに条件を満たす数のトークンが存在する場合,トラ

ンジションは発火可能となる．トランジションが発火すると,

各入力プレースからトランジションに接続しているアークの重

み分だけトークンが消費され,トランジションから出力される

プレース（以下出力プレース）に重みの分だけトークンが発生

する．トランジションに付けられた添字で発火可能になった時

間から発火までの遅延時間を表し，これによって作業時間を表

現することができる．ただし添字がない場合は発火可能となっ

た時にただちに発火する．またアークは正の整数の重みを持ち,

アークの重みだけトークンは消費,発生する．重みは矢印の本

数,または添字で表現される．

ペトリネットの動作する例を図 1に示す．図 1ではトランジ

ション Tが発火することで入力プレース A1,A2からそれぞれ

１つのトークンが消費され,出力プレース Bに 1つのトークン

が発生している．

3. ペトリネットの到達可能性

ペトリネットの到達可能性とは，初期状態からある状態に遷

移が可能であるかどうかを表す状況をいう．ある動作をペトリ

ネットで表現した場合，動作の終了を示す終了状態に到達可

能であることがその動作が正常に終了するために必要となり，

ちょうどプログラムの停止性判定と同じ意味を持つ．

初期状態から遷移する状態ノードの連結性を全て調べても到

達可能性は分からない，というのは発火可能性を検査せずに到

達するかどうかが判定できないからである．よく似た性質に連

結性がある．ソースノードがシンクノードに連結するかを見れ

ばよく，ノードが多くなると状態数が爆発的に多くなってしま

うが，経路の決定は可能である．

到達可能性の検証について，与えられた多項式がある多項式

イデアルに含まれるかどうかを決定する問題に還元できるこ

と，そして，その計算の複雑さが指数領域完全（EXPSPACE-

complete）となるとう有名な結果が 1981 年 Mayrによって得

られている [7]．効率向上を行うため本稿では到達可能性を２

つに分けて考える．１つ目はモデル構造による到達可能性であ

り，各ノードの繋がり方などモデル構造の点から到達可能な状

況のみを繰り返してモデルを構成する．文法やグラフ構造に強

い制約を加え到達可能な状況だけを保証する．２つ目は内部状

態における到達可能性である．確率的あるいは非決定的に定ま

る分岐や分裂・合体を想定しながら終了状態を判定できるか，

という問題は，本稿で想定するような時間やカラー概念を含む

場合には決定不能である．実際，終了状態に遷移する前にデッ

ドロックに陥るなど，実行状況に依存する要素が少なくない．

到達可能性も不可能性も判定不能である．

本研究では，第一のアプローチを前提に，到達可能な変形操

作を繰り返して終了を保証するモデル構築を行う．ペトリネッ

トにおいてモデルが到達可能でなくなる原因として (1) １つ

のプレースやトランジションから複数のアークが出ていく多重

アーク (2) 同一のイベントを繰り返すループ (3) イベントによ

るトークンの分岐，合体があり，これらの機能によって到達不

可能な状態となる．初期状態と終了状態が常に１つ存在し，分

裂したトークンは最後に分裂したトークン同士のみで合体でき，

さらに分裂したもの同士で最終的に必ず合体するようなWell

formed なモデルであること，多重アークの禁止など構成上の

制約を加えることで到達可能なモデル作成を行う．

4. 到達可能なペトリネット変形

ここでは終了状態まで到達可能である基本的なモデルを，到

達可能性を維持したまま部分的に変形させることを繰り返すこ

とで終了状態まで到達可能なモデルを作成する方法を述べる．

初めに初期状態と終了状態のみで構成された基本モデルを図

2(a)に示す．このモデルから次に示す変形を行うことでモデル

を拡張する．ここではそれぞれの図において線で囲まれた部分

が変形された部分である．

[1]イベントの追加　 [図 2(b)]

イベントが増えても途中の状態が増えるのみ

[2]イベントの分岐　 [図 2(c)]

イベントが複数あっても遷移後は同様の状態

[3]並行イベント　 [図 2(d)]

分裂したトークンは分裂したもの同士で合体してから次の状態へ遷移

[4]ループイベント　 [図 3(a)]

本稿では同様の動作を X回行った後に次の状態へ移る

[5]サブルーチンイベント　 [図 3(b)]

終了状態へ到達可能なモデルなら，モデル内部のイベントと置き換え

とくに，サブルーチンイベントの開始時にパラメータ Xによ

り再起呼び出しの判定が行われる．パラメータ X が 1 以上の

とき，パラメータ Xを減少させながら，サブルーチンイベント

が開始される．パラメータ Xが 0のとき，何も行わないイベン

ト（基本イベント）とみなす．図 4は，パラメータ Xがそれぞ

れ 3と 5であるサブルーチンイベントのどちらかが行われるモ

デルである．

このような操作だけを用いたモデルの構築例を示す．図 5は

製造された製品から非決定的に選ばれた製品を３種類の検査の
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図 4 サブルーチン　再起呼び出し

どれか１つにかけるという製品検査のモデル例を示している．

ここでは一度検査が終わってももう一度３種類のうちから一つ

選んで２度目の検査が行われる．

図の左側がメインモデルで，右側の枠に囲まれた部分がサブ

ルーチンモデルである．a1が製品の到着，a2が製品が検査に

選ばれなかった場合，a3が作業終了を表している．検査作業全

体をサブルーチン SUBとし，SUBにおける e1，e2，e3がそ

れぞれ検査作業である．検査が終わるとまた再帰的に SUBを

呼び２回目の検査作業が行われ，２回の検査が終わると終了と

なる．このモデルでは検査状況を表す SUB(2) と a2，検査内

容を表す e1，e2，e3が非決定的に選択されながら状態が遷移

する．

5. CSPによる到達可能性の検証

Communicating Sequential Processes(CSP) は並行システ

ムをモデリングする手法であるプロセス代数の１つである．ペ

トリネットモデルを CSPで記述し，前項のペトリネットの変

形が到達可能である検証を行う．

追加，分岐，並行，ループ，サブルーチンのモデルは順に図

6(a), 図 6(b), 図 7(a), 図 7(b), 図 8 で示したような CSP で記

述できる．ALLや E1のように大文字で表されたものがプロセ

ス，e1，e2のように小文字で表されたものがプロセスに属する

SUB(2) e1
e2
SUB(X)

e3a2ALL = A1A1 = a1 → B1B1 = (SUB(2) П A2)A2 = a2 →A3A3 = a3 → SKIP

a1 SUB(X)a3

SUB(X) = S1SUB(n) = if (n>0) then    S1else     S2S1 = (e1 П e2 П e3) → SUB(n-1)S2 = A3
図 5 ペトリネット変形例

イベントである．また SKIPは正常終了を表している．

図 6(a)では e1，e2が順に実行され終了することを表してい

る．図 6(b)では e1と e2が非決定的に選択され終了する．

図 7(a) では e2 と e3 が並行的に動作するモデルを e1，e2，

e4 の順で動作するプロセスを E1，もう一つの e1，e3，e4 の

順で動作するプロセスを E2として表している．aE1は E1に

属するイベントを表しており，ここでは e1，e2，e4 のことで

ある．

図 7(b) はプロセス LOOP の動作がパラメータ X によって

決まり，nが０になるまで繰り返されたのち終了となる．

図 8 は初期状態 E1，サブルーチンを表す S1，終了状態 E4

という順でプロセスが行われることを表し，サブルーチン S1

の動作が e2，e3が順に行われることを表している．

図５ではイベントの分岐とサブルーチン，再起呼び出しなど

が行われているが，モデルの変形する部分を１つのプロセスと

して考えることで CSPを記述でき，SUB(2)と A2のイベント

分岐をプロセス B1とすることでサブルーチンとイベント分岐

といった変形の組み合わせを表すことができる．また再起呼び

出しは，図 7(b)の LOOPにおける e3の部分を SUB(X)の動

作として記述することで表すことができる．

e1 e2

ALL
ALL = (e1 → e2)  →SKIP(a)

e1

e2ALLALL = (e1 П e2) →SKIP(b)
図 6 CSP1

6. ペトリネットエディタ

ここでは，GUIによるペトリネットエディタを用いて，前章

に述べたモデルの変形方法を示す．このエディタは GUI を管

理するインターフェースクラス，モデルを描写するパネルクラ

ス，プレースやアークを管理するノードクラス，動作を管理す
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図 7 CSP2
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図 8 CSP3

る動作クラスの 4つのクラスグループからなり，各クラスのつ

ながりは図 9のようになっている．

エディタを起動するとインターフェースクラスである Guiク

ラスによりメインインターフェースが，Gui2 クラスによって

サブインターフェースが作成される．2つの Guiクラスにはそ

れぞれメインモデルを描写する Panelクラスとサブルーチンモ

デルを描写する複数の SubPanelクラスによってパネルが作成

される．

これらのパネルに描写される各ノードはノードクラスである

Place,Trans,Arc,Loop,Subrクラスによって作成，管理される．

パネル上での動作は現在モデルをどのように変化させる状態

であるかを管理する Model クラスによって管理され，トラン

ジションがクリックされた時に Henkouクラスが現在の状態に

従い各ノードクラスを呼び出す．呼び出されたノードクラスは

Henkouクラスの指定したノードを作成し，作られたノードは

それぞれのパネルクラスによって描写される．

例えばメインパネルでイベントの追加モードを選択しトラン

ジションをクリックすると，まず Transクラスと Arcクラスは

クリックされたトランジションとそれに繋がるアークをパネル

から削除する．続いて Trans，Placeクラスは新しいトランジ

ションとプレースを作成し，各ノードが繋がるように Arcクラ

スによってアークが作成される．

エディタを起動すると基本モデルとして図 2(a) の基本イベ

ントが用意されている．モデル変更から変更したいイベントを

選択し，変形させるトランジションをクリックすることでモデ

ルが変形し拡張される．図 10はメインのモデルを作成する画

面で LOOP(5)と描かれた四角形のノードが LOOPイベント，

Sub1(3)と描かれた四角形のノードがサブルーチンを表してい

Guiクラス メインインターフェースの作成Gui2クラス サブインターフェースの作成Panelクラス メインモデルの描写 SubPanelクラス サブルーチンの描写

Arcクラスアークの作成、管理Subrクラスサブルーチンの作成、管理 Loopクラスループの作成、管理
Placeクラスプレースの作成、管理Transクラストランジションの作成、管理

Modeクラス 操作状態の管理Henkouクラス モデル変形の管理

図 9 クラス構成

る．Sub1はサブルーチンのラベルでありトランジションをサ

ブルーチンイベントに変形させる際に選択することができる．

またループ回数とサブルーチンの再起呼び出し回数もパラメー

タ Xから入力する．

図 1１はサブルーチンを作成する画面でメインのモデルでの

Sub1(3)のノードの中身がこのモデルとなる．今回サブルーチ

ンモデル Sub1でも更に自分をサブルーチンとして利用してい

るため，再帰呼び出しが行われているが，Sub2など別のサブ

ルーチンを利用することもできる．

図 10 メイン画面

図 5のようなモデルを作成する場合，メインモデルではイベ

ントの追加を２回，そして２番目に実行されるトランジション

を分岐させ片方のトランジションをサブルーチンに変形する．

サブルーチンモデルではイベントの追加を 1回行い，前のトラ

ンジションを２回分岐させ，後ろのトランジションをサブルー

チンに変形することで作成することができる．今回 2回繰り返

し行われる再帰的なサブルーチンの使用を行うのでメインモデ

ルのサブルーチンを変形させるときにインターフェース下部の

パラメータ Xに 2を記述しておく必要がある．

7. ペトリネットシミュレーション環境

到達可能なペトリネットモデルは，各ノード毎にそれぞれの



図 11 サ ブ 画 面

動作に対応したテキストコマンドに変換できる [6]．図 12はエ

ディタによって基本イベントを並行イベントに変形したモデル

で，図 13はそれをテキストコマンドで表した例である．テキス

トコマンドはノードの種類と，動作に必要なパラメータ，ノー

ドの連結状況に応じて記述され，ノードに付けられたラベルと

テキストコマンドの先頭部が対応している．例えば初期状態と

終了状態を表す P0と P9はそれぞれ start, nend で表され，

トランジションとプレースは trans, place で表される．

このように変換されたテキストコマンドはさらに待ち行列型

のシミュレーション言語 SLAM-II に変換される．図 14 は図

13 のテキストコマンドを SLAM-II 言語に変換したものであ

る．ここではノードの種類とノードの繋がりによってそれぞれ

の対応が取られ変換される．例えば P1，P8ではトークンの分

裂，合体が行われるための記述になっている．出力されたファ

イルを実行することでペトリネットでは得られないプレース毎

の使用率といった統計情報を得ることができ，シミュレーショ

ン言語だけでは得られない直感的なモデルとペトリネットでは

得られない詳細な統計を両立することができる．

図 12 出 力 1

P0:     start(0,0,100) P1P1:     trans (0,0,1) P2,P5P2:     place P3P3:     trans (0,0,1) P4P4:     place P8 
P5:     place P6P6:     trans(0,0,1) P7P7:     place P8P8:     trans(0,0,2) P9P9:     nend

P0 P1 P2 P3 P4 P8 P9
P5 P6 P7

図 13 出 力 2create,unfrm(0,0),,,100;assign,II=II+1,atrib(1)=II;act;p1    queue(1);act/1;goon,2;act,,,p2;act,,,p5;p2    queue(2);act,,,p3;p3    queue(3);act/3,unfrm(0,0),,p4;p4    queue(4);act,,,p8;

p5    queue(5);act/5,,,p6;p6    queue(6);act/6,unifrm(0,0),,p7;p7    queue(7);      act,,,p8;p8    match,1,p4/ac8,p7/ac8;ac8   acc,2,2,,1;        act/8,unifrm(0,0),,p9;p9    term;

図 14 出 力 3

8. 結 論

本研究では到達可能なペトリネットモデルを構築する手法を

提案した．その手法を用いてGUIベースのペトリネットエディ

タを実装し，有用性を検証した．到達可能性を維持しつつ，こ

れらを緩和しモデルの自由度を向上させるために，CSP との

対応関係をより精密に構築する必要がある．
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