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セルオートマトン近傍則設計のための

インタプリタ型シミュレータの開発

赤嶺有平＊遠藤聡志*＊山田孝治*＊
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Abstract

CellularAutomata(CA)isamethodfbranalyzingcomplexphenomenasuchasroadtraHicandturbu-

lenceWhenwedesignaCAmodel,weneedaCAsimulatorfbrverificationofthemodel、However,at

thepresent,ｗｅｎｅｅｄｔｏｕｓｅａｔｒｉａｌａｎｄｅｒｒｏｒｍｅｔｈｏdusingthesimulatorfbrdesignoflocalrules,which

determinesbehaviorofthemodeLInthisstudy,wehavedevelopedaninterpretertypesimulatorfbr

makingthedesignoflocalruleseasy・Ｉｆａｕｓｅｒｕｓｅｓｔｈｅｓｙｓｔｅｍ,theusercaninstantlyconfirmtheCA

modelsbyonlydescriptingthelocalrulewithdedicatedlanguagewedesignedWhenauserchangethe

rules,thesystemreflectsthechangesimmediatelyAdditionally,ausercanmodifyaruledramatically

sincethesysteminterpretsaruledescriptionlanguageinruntime､Furthermore,ausercanchangevari‐

ableparametersusmgGUIinterfaces・Whenauseriteratestochangeloca1rules，ｔｈｅｕｓｅｒｓｏｍｅｔｉｍｅｓ

ｍakeaconflictiveconditionalstatementinthedescriptionofalocalrule・ThisconHictisfarfromseeking

generally・OursystemdetectssuchaconHictautomaticallyandnotifiesittouserｓａｓａｎｅｒｒｏｒ．

ＫｅｙＷＯｒｄｓ：cellularautomata,interpreter1complexsystems,simulation

レーションするのが一般的である．ＣＡの範蠕にあるモデ

ルであれば，近傍則に関する部分以外の処理は，ルーチン

ワーク的なものであり，したがってこれらの処理を提供す

るシステムがあれば，ＯＡ法のモデル化の研究がより効率

的に行える.また，近傍則を計算機のプログラム言語とし

て記述する際に犯しやすい誤りを検出し指摘する機能や，

シミュレーション結果の解析を補助する機能があればより

効率的な近傍即の設計が可能となる．

本研究では，上記のような，ＣＡモデルを設計，シミュ

レート，分析する上で必要と思われる機能を備えた，総合

的な計算環境を提供するシステムの開発を行う．

２．開発コンセプト

本システムは，ＯＡモデルの近傍則を定義することで

ＣＡシミュレーションを行うことが出来るインタプリタ型

の汎用ＣＡシミュレータ・システムである．本システムを

開発するにあたっては，以下の３点を目標とした．

●ユーザはＯＡモデルの仕様記述以外の知識を必要と

しない

．ＯＡモデルの仕様記述の変更に対して即座にシミュ

レーションが行われる

．ＣＡモデルの仕様記述，検証を補助する機能を設ける

本システムの目的は，ＯＡモデルの近傍則の設計を効率

化することである．近傍則の設計とは本質的には関係の

ない実装（例えば，状態値の可視化など）を隠蔽すること

１．はじめに

セルラ・オートマトン（ＣＡ）法は，局所的な相互作用

を定義することで複雑現象を不規則性も含めて再現する

ことができる手法である．そのため，流体の乱流，交通渋

滞，自然災害など従来の微分方程式を基礎とするモデル

では解析の難しかった現象も解明できるとされている[?]．
また，生命現象などこれからの解決が期待される分野にお

いても適用できる可能性があり，その解明に新たな知見が

得られる可能性を有している[?｝しかし，格子ガスオー
トマトン法をはじめとする流体以外の分野では，工学的実

用段階に達しているモデルは少ないため，これらの分野以

外の分野における多くの現象に対してＣＡ法を用いたモ

デル化の研究を行う必要がある．

ＣＡ法を用いたモデル化の研究においては，セル間の相

互作用を決定付ける状態遷移規則（以下，近傍則と記す）

を仮定し，そのシミュレーション結果を基にモデルの検証

を行うことが重要であるが，ＣＡ専用計算機はまだ普及し

ておらず，従来の計算機を用いてソフトウエア的にエミュ
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Fig.1．システムの構造

Fig.２．画面写真

で，ユーザは近傍則の設計に集中することができる．

ＣＡモデルの近傍則の設計は，対象となる現象もしくは

事象から近傍則を仮定し，それを基にシミュレーションを

行い，その結果が意図したものであるかどうかの検証を行

う，というサイクルによって行われる．そのため，状態遷

移規則の変更と検証を頻繁に行う必要があるが，インタプ

リタは，このような試行錯誤を行うためのシステムに適し
ている．

ＣＡモデルの仕様記述が意図した通りのものであるかど

うかを検証する際に，状態値の視覚化のみでは不十分な

ことがある．例えば，設計した近傍則は正しいが，それを

コード化する際に誤りが発生した場合，状態値の変化が

まったく発生しなかったり，全ての状態値が意図しない値

にクリアされてしまうことがある．このような誤りを発見

するには，近傍則を定義するコードを検証するためのツー

ルが必要である．インタプリタは，変数の監視や実行時の

値の変更といった，プログラムコードのデバッグ機能が容
易に実装できる．

３．ＣＡ専用計算環境

３．１システムの特長

本研究において開発するシステムの構成は，図１に示

すとおりである．その特長を以下に示す．

、モデルの設計を効率化するためのＣＡ専用言語を入
力とするインタプリタ型シミュレータ

・近傍則をＣＡ専用言語で記述する際に現れやすい誤
りの検出，変数の監視機能

・シミュレーション結果の可視化，統計処理等モデルの

分析を補助する機能

本システムのインタプリタ型シミュレータは，ＣＡモデ
ルを自然に記述可能なＣＡ専用言語で記述されたソース

コードを構文解析と同時に実行する．インタプリタは，入

力に対する結果の出力が迅速であるため，モデルの設計段

階にありがちなシミュレータの出力結果を元に近傍則記述
を修正するといった作業を効率的に行うことができる．

一般にＣＡシミュレータは，各セルの状態遷移を行う部

分，全セルの更新を制御する部分，各セルの状態値を視覚
的あるいは統計的に出力する部分からなる．本システムで

は，ユーザにはセル全体の制御や可視化などの個々のＣＡ

モデルとは本質的に関係のない処理に関するプログラミ

ングの知識を要求しない，すなわち，ＣＡシミュレーショ

ン実装レベルを隠蔽した仕様とした．

近傍則は，近傍セルの状態ベクトルに対する処理対象セ

ルの次のステップにおける状態を定める規則である．その

ため，例えば，道路交通ＣＡモデルといった複雑なモデル

の近傍則をプログラム言語によって記述する際は，ｉｆ文の

ような条件文の羅列となる場合がある．そういったソース

コードに修正を繰り返していくと，条件に矛盾が発生して

結果が不変な条件式や冗長な条件式が現れることが多い．

そのため，これらの矛盾を自動的に検出する機能があれ

ば，ＣＡモデルの設計や近傍則のプログラム言語による記

述がより効率的なものとなる．さらに，ある特定のセルの

状態値やセルの更新処理中に使用される一時変数の値を監

視したり，強制的に変更する機能があれば，近傍則の記述

が意図した通りに動作しているかを検証するのに役立つ．

ＣＡ法の研究においては，シミュレーション結果の可視

化が設計した近傍則の正当性を評価するための手段となる

ことが多い．ＣＡ法では，各セルは並列に動作するため１

ステップごとに大量のセル状態が変化する．３次元以下の

モデルにおいては，その状態変化が意図的なものであるか

を判別する場合は，モニタ上のピクセルの色や輝度を各セ

ルの状態値に対応させて視覚的に確認するのが効率的であ

る．本システムは，このような状態値の可視化機能を提供

し，加えて状態値を統計処理してグラフ化する機能を実装
する．

３．２ＣＡシミュレータの諸定義

本システムが内蔵するＣＡシミュレータは，ＣＡモデル

を実装したもので，その特徴は以下の通りである．

、格子空間の各格子の形状は正方形である．

、３次元以下の空間について扱う．

、各セルは有限個の状態値を持つ．

、各セルの状態値は，局所的な同一の規則によって状態
遷移する．

、全てのセルの状態は，同期的に更新される．
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位置ｉのセルの時刻１１における状態は，次式で表される．

ａｉｍ－Ｆ('nＦ,…,｡ﾄﾞﾄﾃ）

ここで，Ｆは近傍則，γは近傍範囲を示す．

３．３ＣＡインタープリタ

インタプリタは，以下の要素から構成されている．

・字句，構文解析部

・オプチマイザ

．誤り検出部

・実行部

本システムは，一般的なインタプリタと同様に，字句解

析部，構文解析部を持っており，構文解析部は，yacc(構

文解析器生成器)を用いて開発したlJohnson791・榊文解
析部は，構文エラーがなければ，解析結果を構文木として

オプチマイザに出力する．オプチマイザは，定数型変数や

定数値の式を簡単化する．その結果を誤り検出器が解析

し，構文的にはエラーではない論理的な誤りを指摘する．

実行部は，構文木によって表現された近傍則を元にＣＡシ

ミュレーションを行う．

３．４ＣＡ専用言語の言語仕様

本インタプリタ用のＣＡ専用言語として，本研究にお

いて新たに設計したＤＯＲＡ言語を採用した．言語仕様は，

Ｃ言語に似た構文と演算子を採用し，本システムを使用す

る上で言語に対する新たな知繊を極力要求しないよう考慮

した．その特徴を以下に示す．

・近傍則を，各セルを原点とする相対座標系で記述する

ことで，ＣＡの定義に違反する記述を排除する

．Ｃ言語と似た仕様とすることで，必要とする知識を最
小限とする

。ｎ次元のＣＡ空間に対応する

ＤＯＲＡ言語は，Ｃ言語と似た構文と演算子を持ち，そ

れと近傍のセル状態を表す演算子を用いて近傍則を定義す

る．変数は，値を代入した時点で代入するオブジェクトに

応じて自動的に型が決定される．近傍セルへの参照を代入

した場合，そのセルへの参照を表すセル型の変数となり，

整数を代入した場合，一時変数となる．一時変数は，基本

的に時間ステップごとに破棄されるが，，'state，，キーワー

ドをつけて宣言することで，各セルの時系列的な変数とな

り，これが状態値となる．状態値変数は，変域を指定して

宣言することができ，その変域は理論的な誤りを検出する

機能に利用される．全セルにおいて有効なグローバル変数
は，ＣＡの定義に違反するため定義できない．

本システムのＣＡシミュレータは，可視化する手法の制

約から，３次元以下のモデルのみ対応しているが，ＤＯＲＡ

言語の言語仕様としては，ｎ次元のモデルの記述を許容し
ている．

ＤＯＲＡ言語の予約語を図３に示す．，'dimension''は空間

次元を指定し，，，when，'，，，otherwise，'は条件付きの代入文

を指定するためのキーワードである．また，，'param1'は，

ＧＵＩによって値の調整が可能なパラメータ型の変数を宣

言するキーワードである．，，rand，'は，乱数を発生する変
数であり，，，time，'はシミュレーション開始時からの時間ス
テップを返す．また，ＤＯＲＡ言語の構文規則の例を図４

に示す．

iノｅｌ１ｓｅノoｒdime7Lsioｱｕｃｏｎｌｓｌｌｉｍｅ

Ｓｍ化ｕ）ｈｉｌＥｍｈＥ〃OthLeTTlﾉisE7n7LdlJaTq7rl

Fig.３．ＤＯＲＡ言締の予約錨

stmメー→ｕ'hｉｌｅ（ｅ⑪〆）ｓｆｍノ

ｓｔ７ｎｔ→ｉノ（ｅｚｐｒ）stmM

st7nt→ｉノ（ｅｚｐｒ）ｓｌｌｍｔｃｌｓｅｓｔｍＭ

ｓｔｍｔ→ｅｍｐｒ；

一ｅｚｐ７．＋ｅｚｐｒ

→ｅ⑰ｐ７－ｅｚｐ７

－＋ｅｚｐｒ＊ｅｍｐｒ

一ｅｚｐｒ／ｅＴｐｒ

ｒ
７
７
７

呼
唖
唖
坪

ｅ
ｅ
ｅ
Ｅ

Fig.４．ＤＯＲＡ言語の構文規則の例

近傍セルを参照するためのセル指定子（角カッコを用い

る）は，参照専用であり，値を代入する記述は文法エラー

となる．近傍セルの状態値の書き換えを許可すると，競合

の問題が発生するため近傍則の自然な記述が難しくなる．
ＣＡ法の定義からも，各セルは近傍の状態から自身の状態

値のみを決定するのが自然であると考えられる．状態値
は，セル指定子と状態値変数の識別子を組み合わせて参照

する．状態値変数に値を代入することで，次の時間ステッ

プにおけるセルの状態値が決定する（図５)．

３．５可視化とＧＵＩ

3.5.1状態値の可視化ＣＡモデルの設計では，シ

ｓｔａｔｅｓ；

／／ｓを状態値変数として宣言

[1,0]．ｓ＝２；

／／セルの状態値は，参照専用である．

／／したがって，このコードは誤りである．

）

iｒ（［1,0]．ｓ－１）（

／／［1,0].ｓは，右隣のセルの状態値ｓ

ｓ＝１；

／／この値が，次の時間ステップにおける状

／／態値ｓとなる

）

Ｆｉｇ．５ＤＯＲＡ菖錨による記iﾎﾘﾉ例
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ミュレーション結果を視覚的に確認して，その妥当性を評

価することが重要である．そのため，各セルの状態値に

ディスプレイ上のピクセルやブロックの色を対応させて各

時間ステップにおける状態値の変化を表示する仕組みが必

要となる．ところが，一般に，可視化のようなグラフィッ

クに関係する処理は，ＯＳやハードウエアに依存するので，

効率的な処理を行うためにはＯＳやハードウエアに関する

深い知識を必要とする．さらに，可視化の処理は重い処理

となることが多く，効率的でない実装を行うとＣＡのシ

ミュレーションに必要なＣＰＵ時間を可視化の処理に奪わ
れることもある．

本システムは，可視化に必要な手順を簡略化し，高速な

表示を行えるように，状態値の値の範囲に対する色の対応

付けを行うためのGUIを搭載する．ユーザは，状態値が

ディスプレイ上でどのように表示されるかを指定するだけ

で，状態値の確認を行うことができる．また，初期状態の
定義は，シミュレーションの可視化ウインドウに表示され

ているピクセルを直接編集して，そのまま初期状態として

使用することが可能である．また，通常のテキストエディ
タで直接記述することもできる．

本システムでは，ゲーム用のライブラリであるDirect-

Drawを用いて，ハードウエアの機能を有効に活用した処

理を行えるような実装を行った．DirectDrawはグラフィッ

ク用のハードウエアの機能を抽象化し，ハードウエアの持

つ機能（例えばＤＭＡによる画素情報の高速転送など）を
容易に利用できるようにするライブラリである．

3.5.2パラメータのＧＵＩによる変更ＣＡモデ

ルの設計段階では，近傍則の特定のパラメータに注目して

微調整を行うことがある．例えば，確率論的道路交通ＣＡ

モデル（STCA）では，車のモデルは確率ｐで減速するが，
このｐの値を調節することで渋滞の様子が変化すること

が分かっているlSchreckenberg95]．この様な頻繁に変更
する定数をGUIによって簡単に更新できれば，実験がよ
り効率的なものとなる．

本システムでは，定数変数をＧＵＩのスライダーなどに

バインドして，動的に変更することが可能である．例え

ば，コンピュータグラフィクスなどにＣＡを応用する場
合，シミュレーション中に近傍則のパラメータを操作して
目的の画像を得るということが考えられる．たとえば，図

６は，本システムにおいて実験的に作成した炎の画像を生
成するＣＡモデルにおいて，拡散の度合いを表す変数を
ＧＵＩのスライダーにより実行時に変化させている様子で

ある．このような用途では，どの程度の値を設定すれば好
ましい画像が得られるのかを容易に試行錯誤できるので非
常に有用である．

３．６記述コードのデバッグ

Ｃ言語等を用いてシミュレータを作成する場合，ソー

スコードが，設計した近傍則を正確に表現しているかどう

かを検証するのは容易ではない．ＣＡは，理論上全てのセ

ルの更新が同時に行われるので，時間ステップあたりの更
新処理の数は膨大なものとなる．さらに，全セルの状態値
の更新処理は，同じコードによって行われるので，ステッ
プ実行によるコードの追跡やブレークポイントを用いた

デバッグは困難である．例えば，特定のセルの状態値の変

Ｕ変更後

Fig.６．ＣＵＩによるパラメータ操作

{}蕊

■虫蕊ＩｌＣｂ嫁）！

Fig.７．セルの状態値の観測

化を観測する時，状態遷移の記述の途中にブレークポイン

トを設定すると，デバッガは全てのセルの処理で一時停止

してしまう．したがって，効率的なデバッグを行うために

は，シミュレータとはくつに状態値を監視するための特別

なコードを付け加える必要がある．

本システムは@時間ステップ毎の特定のセルの状態値の
表示やログの保存といった，状態値の遷移を観測するのを

容易にするための機能を備えている．図７は，状態値観測

機能のインターフェースの写真である．左側の数値が指定

したセルの状態値をあらわしており，右側のスライダーを

用いて強制的に状態値を書き換えることができる．

４．近傍則の矛盾検出

近傍則は，近傍セルの状態値の組み合わせをもとに処

理対象セルの次の状態値を決定する関数である．複雑なモ
デルでは，一般に近傍セルの状態値の組み合わせパターン

は莫大な数となるので，すべての組み合わせに対するマッ

プ表を用意することは現実的ではない．そのため，近傍則
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は．数式と条件文を組ZA合わせて記述する．近傍則の設計

段階では，近傍則の記述中に結果が不変な条件式や，冗長

な条件が現れることがある．誤り検出部は，システムが搭

載する矛盾検出アルゴリズムに基づいて，このような近傍

則の誤りを自動的に検出する．

４．７検出可能な誤りの例

本システムにて検出可能な誤りは，現時点では以下の３

つの場合である．

（イ）結果が不変な条件文

例：

if（ａ＞Ｏ８Ｅ８Ｅｂ＜０）（

ｉｆ（ｃ〉３hｋａ＜０）（

／／↑絶対に真になることは無い．

何らかの文；

）

）

状態値に変域が指定されている場合は，その変域も誤り検

査の対象となる．

（ロ)．セルの状態値に影響をあたえない変数

例：

ｓｔａｔｅｃｅ１１

／／ｃｅｌｌを状態値として宣言する

／／（つまりＣｅユユは各セルごとに値が保持される）

a=［0,-1]+[0,1兆

／／処理対象のセルを原点として

／／［x，ｙ］の位履のセルの状態値
ｂ＝［－１，０］＋［1，０]；

／／特に宣言のない変数は一時変数（整数型）

／／として扱われる

ｉｒ（ａ〉２１ｌｂ＜－１）（

ｃ＝ａ+ｂ；←（*D

cel1＝１；／／ｃｅＵは状態値

）

ここで変数ｃは，状態値cellに影響を与えないので(*1）

の式は誤りの可能性が高い．

（ハ)．セルの状態値が２回以上谷き換えられることを
検出する

例：

ａ＝［０，１］；

//Bを含む式の値をAに代入
Ａ＝Ｂ＊３；

//条件にBを含むｉｆ文のthen節内で
//Aの値がちき換えられる
iｆ（Ｂ＞３）

｛
Ａ＝２；

｝

Fig.８変数ＡがＢに依存する場合の例

ぱ前節の（イ）では，外側のif文の条件の各変数と，ＩＩＩＣｎ

節内にある条件の各変数の変城は重複がないので，IlIcII

節内のi１．文の条件は常に偽となる．したがって．これらの

if文の条件に誤りがある可能性がある．

構文解析部はけ演算子の優先順位を考慮して式を全て２

項演算に分解する．そのため，ｉｆ文の条件式を含む全ての

式は，インタプリタによる構文解析が終了した時点で，２

項演算の２分木構造で表現されている．誤り検出部では，

以下のアルゴリズムで変数の変域を求める．

1）演算を表現する木の根に着目

2）ｉｆ着目した節の演算子は論理演算である

ｔｈｅｎ

左右の枝の変域を求め，論理演興[によって

合成する．これを着目節の変域とする

ｅユｓｅｉｒ

演算子は．変数と定数の比較演算（'＞’など）

である

ｔｈｅｎ

着目節の変域を，その定数から正または負の

無限大までとする

ｅｌｓｅ

この式の変域|ま検出不可能である

全ての変域は，ｓ以上（より大きい）ｅ以下（未満）の

ベア(s，ｃは任意の整数)をワンセットとし，その組み合
わせで表現される．２＜ｚは，２＜ｚ＜ｏｃとなる．こうす

ることで，論理演算による合成の処理を一貫して行える．

比較演算の少なくとも一方の辺は，定数である必要があ

る．変数と変数の比較の場合，その変域を有限にしても値

の組み合わせは莫大なものとなり，事実上矛盾の検出は不

可能である．

（ロ）のセルの状態値に影響をあたえない変数の検出

は，変数と変数の依存関係を調べ，状態値変数に影響を

あたえない変数を検索することで行う．変数Ａが変数Ｂ

に依存するのは，Ｂを含む式の値をＡに代入する場合と，

条件にＢを含むif文のthen節内にＡを書き換える文が

ある場合である（図８）．このように変数の依存関係の連

鎖を調べて，状態値に影響しない変数を指摘する．

（'､）の状態値の複数回書き換えの検出において．単純

if（ａ＞０）

ＣｅエユーOｉ

ｉｆ（ａ〉－２）

ｃｅ１１＝１Ｂ

ａがＯより大きい場合，状態値cellは２回書き換えられ

る．ある近傍の状態値の組み合わせに対して，遷移すべき

新しい状態値が２重に定義されている可能性がある．

４．８矛盾検出アルゴリズム

前節の（イ）で示した結果が不変な条件文を検出するに

は，条件式から､＜，，，＞､，，＝､などの変数の範囲を限定す

る演算子を抽出して変数の変域を調べる必要がある．例え
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にソースコード中での出現回数をカウントするだけでは，

排他的な条件を持つ複数のif文のthenコードといった，

同時には実行されないコードを誤って検出してしまう．そ

のため，条件文中の変数の変域を調べて，変域に重複のあ

るif文のthen節のみの検索対象とする

５．適用可能なＣＡアプリケーションの例

5.9ライフゲームに似た２次元モデル

ライフゲームをはじめとする近傍の状態値を単純に次

の状態値としてマッピングするモデルは，本システムにお

いては直接的に近傍則を記述することが可能である．同様

に免疫のモデル，森林火災|加藤981もシミュレーション
できる

５．１０道路交通シミュレーションモデル

代表的な道路交通モデルとしては，Nagelらが提案し
MicroSimやTRANSＩＭＳに採用されている多速度モデル

があるISchreckenberg95MNagel9711Rjckert961、この
モデルは，多くの交通シミュレーションに適用されており，

再現性と実用性が確認されているINagel961,[加藤OOI

Nagelらのモデルでは，道路は１次元円環状につながっ
ているＬ個のセルで表現し，セルの大きさは車の最小車

間距離に相当する．ｌセルに１台の車が進入でき，車は直

進のみである．車は，５段階程度の整数の速度を持つ．近

傍則は，以下のように定義される．

・減速：前方の車が，近すぎると減速する

・加速：前方の車間距離が十分あり，最大速度に達して

いなければ加速する

．揺らぎ：速度は，確率ｐで減速する

本システムは，仕様上，道路交通モデルにおける車両の

ようなセル間を移動するエージェントを直接的に記述する

ことは出来ないが，各セルの状態遷移を以下のように２段

階で行うことで，道路交通モデルの近傍則を記述できる．

・車の前方の空き（車が存在しないセル）の数を調べ，

衝突しない様に加減速する．

・次の時間ステップにおいて，着目セルに到達する車を

探すために，後方のセルを調べる．存在すれば，その

車の状態（速度）をコピーする(図９)．

特殊変数，,time'，を利用して，時間ステップごとに上記

の２フェーズを交互に行うことが出来る．揺らぎに関して

は，乱数を発生する変数，'rand"を用いて実装する．

５．１１格子ガスオートマトン

ＦＨＰのような三角格子のモデルは，直接的に記述する

ことはできないが，セルの空間位置を得るための状態値を

定義し，初期状態の定義によって偶数行と奇数行のセルを

区別して近傍セルの位置を変えることで間接的に記述でき

る．図１０はそれぞれの行における近傍セルの位置を示し

ている．

５．１２生物の紋様シミュレーション

セルオートマトン法による紋様シミュレーションでは，

非等方性をさけるため，セルの中心位置は，正方形の中

心ではなくランダムな位置に設定される|加藤981．この
ようなモデルは，セルの中心位置を表す状態値を設定し，

初期状態によってランダムな値を割り当てることで記述で

ロロロロロロ
昨日目q円

Fig.９．状態遷移の例

MDM企M●､▲
PVN二m■､■

□□□□
□□蕊□
□□□□
□□□□

偶数行の近傍

ＭＭＭ}▽Ｉ
□□□□
□圏圏□
□圏蕊鬮
□鑿霞□

八ｌｊＭＩＪＵ

〈ＶｌＩＶＩｌｌ」

奇数行の近傍

ＦｉｇｌＵ三角格子を正方格子で表現する場合の近傍セル

きる．

５．１３ 空間的な位置によって近傍則が異なるモデル

本システムでは，直接的には空間的な位置によって近傍

則が変化するようなモデルを扱うことは出来ないが，セル

の種類をあらわす状態値を用意し，それによって近傍則を

選択的に扱うような記述を行えば，このようなモデルを扱

うことも可能である．

６．システムの使用倒

木システムの有効性を検証するために，道路交通シミュ

レータを作成した．作成したシミュレータでは，前節で述

べたモデルを拡張して信号を付加し，上下方向それぞれ１

車線ずつ車を走行させた．また，シミュレータの使用例と

して，作成したモデルを用いて，信号の切り替えのタイミ

ングが交通渋滞に与える影響を調べた．本節では，これら

の作業を行う際のシステムの利便性について述べる．

６．１４近傍則のコーディング

道路交通シミュレータモデルにおいては，近傍則を正し

くコード化できているかを確認するためには，シミュレー
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statedis；statecar；Btatespdistateobj；statecnt；

Ｗ２＝Ｇ2,0];W1.=[-1,0];ｃ＝[ｑＯ];Ｅ１＝[1,0兆Ｅ２＝[2,0]６

smlaI=10;blue=Oired=1;

none＝Ｏ；ｅａｓｔ＝１；Ｗｅｓｔ＝３ｉ

obj＝ｃ,obj；ｃｎｔ＝ｃ､cnt；

ｉｆ(ｔｉｍｅＩＵ２－Ｏ）

（

ｉｆ(c・car＝east）｛

ｉｆ(E1.car＝ｎｏｎｅ）｛

ｉｆ(E2.car-none）｛

ｓｐｄ＝２：ｗｈｅｎ（c､spd＝１１１ｃ・spd＝２）
１：ｗｈｅｎ（c・ｓｐｄ－Ｏ）；

］else｛

ｓｐｄ＝１；

｝

）

｝elseｉｆ(c・Ca「＝West）（
ｉｆ(W1.ｃａｒ－ｈ０ｎｅ）（

ｉｆ(W2.car＝ｎｏｎｅ）｛

ｓｐｄ＝２：when（c・spd＝１１１ｃ・spd＝２）
１：when（c､ｓｐｄ＝Ｏ）；

leIse｛

ｓｐｄ＝１； Fig.１２．交通シミュレータにおけるパラメータの調整

レーション中の車の動きを観察すると，位相をずらした場

合は，車からみて前方の信号が次々と青になるため，信号

で停車する回数が減少しているのが読み取れる．

７．おわりに

本研究では，ＣＡのシミュレーションを容易に行うため

の計算環境の開発を行った．その際，ユーザはＣＡモデ

ルの記述以外の知識を必要としないこと，ＣＡモデルの設

計．評価に必要と思われる機能を備えること，ＣＡモデル

の近傍則を効率的にコーディングするための機能を備える

ことを目標に開発を行った．

システムの主な特長を以下に示す．

．ＣＡシミュレータの近傍則の記述以外の可視化などの

処理を提供する

、近傍則の修正に対する結果の応答を迅速にするために

インタプリタを採用した

、近傍則の記述における論理的な誤りの可能性を指摘

する

、近傍則の記述のデバッグを容易にする機能を提供する

．ＣＡモデルの評価実験を効率化するためのＧＵＩを提

供する

また，システムを用いたＣＡモデルの設計例として，道

路交通ＣＡモデルの設計，実装を行い，本システムの有効

性の考察を行った．特に，インタプリタであるゆえの応答

の即時性が，ＣＡモデルの設計において非常に有効に機能

していると考えられる．

本システムにおいて検出可能な近傍則の記述における

誤りは，現時点では３つの場合に限られている．この３種

類の誤り検出はいずれも，ＣＡシミュレータの作成に有効

な機能であり，現在システムに実装済みである．しかしな

がら，筆者らは，この３点では十分な矛盾検出機能を有し

ているとはいえないと考えている．今後，さらに検出可能

Fig.１１ＤＯＲＡ言語による通路交通シミコレータの例（抜粋）

ションを行って，状態値の変化を視覚的に検証することが

一般的に用いられている．本システムは，状態値の変化を

視覚的に確認するツールを備えているので，その結果を

即座に確認することができる．さらに，シミュレーション

中にコードの修正を行うと，その修正結果が即座にシミュ

レーションに反映される．そのため，ユーザはコードの修

正をストレスなく効率的に行うことができる．図１１に，

作成したコードの一部を示す．

６．１５シミュレータを用いた実験例

今回行った実験例では，150セル分の道路とに３つの信

号を等間隔で配置し，信号の周期と位相のずれをパラメー

タとして変更し，交通渋滞に与える影響をしらべた．

信号の配置は，状態値の可視化ツールのＧＵＩを用いて

行う．本システムでは，シミュレーションの実行中に信号

の配置を変更することも可能である．

信号の周期と位相のずれをパラメータとして変更する

ためには，これらの値をパラメータ型変数として近傍則の

ソースコードに書き込む．シミュレーションを実行すると

これらの変数は，自動的にＧＵＩのボタンに割り当てられ，

実行中にその値を変更することができる．実験例では，周

期と位相のずれをそれぞれ微調整することで，渋滞の様子

が変化することが観察された．図１２は，これらの値を調

整することで得られた結果の画像である．上図は信号の位

相のずれがない場合で，ほぼ均等に信号待ち行列が発生

している．下図は位相のずれを２４時間ステップに設定し

た場合で．信号待ち行列にばらつきが生じている．シミュ
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な誤りの種類を追加する予定である.

本システムは，道路交通モデル以外にもＣＡの範嬬に

属するモデルなら全て実装可能である．しかしながら，大

規模なシミュレーションを行う際に，インタプリタであ

ることから実行速度が問題となる場合が考えられる．今

後は，実行速度を上げるためにＳＩＭＤ(Singlelnstruction，

MultiPleData)やネットワーク分散などを利用して○Ａの
並列性を生かした高速処理を行うためのコンパイラを開発

することを考えている．本システムに，コンパイラを組み

込むことで，設計の際は，その即時性を生かしてインタプ

リタを利用し，完全なＣＡアプリケーションを動かす際に

はコンパイラを利用するといった使い分けが可能となるだ

ろう．
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