
経営科学(日本オベレーションズ. II サーチ学会邦文機関誌) 第15巻第4号C1971年11月〉

く総合報告〉

待ち行列論の最近の動向T
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はしがき

最近の q羽田iぉg theory について少しまとまったことを書けというお達しであるが，爾来，ぎ

ことに気の重いこの数カ月であった. SaatY[lJ カ旬、みじくも“A lament and a bibliography" 

と副題をそえて，かなり悲観的な口調で述べているのによると， 1960-1966年前半までに，なん

と約1000編もの queu芭に鱒する論文が発表されておるそうである.これは，それ以前の 1909年

の Erlang の初仕事以来の50年分の論文教に匹敵する.ごく最近に怒ってみても r応用待ち行

列事典J [2Jの参考文献に掲げているものだけで， 1966-1968年の 3 年間で約180編，待ち行列部

会で集めつつある 1969年以後の文献抄録の数も現在半ば過ぎたところで 100 を数えている.新華ま

のOR関係誌をひもとくと， 5 , 6 舗の queue の論文が l 冊の雑誌に並んでいることもあり， 協

を過さねばならぬ論文が，限前につぎからつぎへと queueing up してくる様は突に恐ろしい感

じさえする.でも， Alas! とばかりいっておられない.

それでは，これらのおびただしい数一一一このまま放っておくと，現実の数だけ queue の論文が

生まれかねないがーーの論文は実際に有用であろうか. Bhat [3] は Saaty の悲嘆念受けて，理

論の実用ft;という点からみると，いままさに始まったばかりであるが，これまでの多くの論文

も計算機の普及とともに十分 useful であり得ると結んで、いる. Laplace 変換などで表わされ

た複雑な形をしている結楽も，いずれは計算機で容易に計算される持がくるというカ強い晃方言ど

している.確かに，個々の model については case by cas世に扱えば，そのようなやり方でよ

いのかもしれない.

しかし，われわれは理論全体の見過しをよくすることにより， 個々の case ついてもどこをど

うすればだいず品、望ましい線にもっていけるのか，などということを手較に見抜けるようにした

いという欲望がある Saaty の rqu日間の理論はこの人口過剰な世界には必須なものであり，選

かれ早かれ，子供たちに算数と並べて教えねばならぬ時がくる J とし寸言葉はいささか over に

過ぎるとしても，年々この理論を必要とする層が広がってきていることは事実である.これらの
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210 森雅夫

人々の多くは，この膨大な論文の山を横目でながめて活用すべき手立てもなく，否，手立てはあ

るにしても理論と実際との gap に悩まされ queueing theory など，しょせん，数学的お遊び

にすぎず役にたつ代物で・はないときめつけているようである.それゆえ，理論の使いやすい形で

の体系化は急務といわねばならない.このことは，すでに 10 年もまえに森村 [4 ， 5J によって強

く主張されている.それではこの10年間にそのようなことがなされなかったかというと，けっし

てそうではない. QR会の積年の努力による [2J を始め，この数年の聞に内外合せて十数冊もの

queue に関する本が書かれておることからも，体系化への動きがあることは明らかであろう.そ

れらの多くは[2Jの文献欄にあるので省略させていただくが， Gnedenko and Kovalenko[6J と

Cohen[7J の大著を付け加えておく必要があろう.

以下，本報告では筆者の非力のゆえ， queue の全貌をとらえることなどとてもできないので，

実用化ということに日を向けながら，筆者の興味あることを記してみたい.いし、TこL 、ことの多く

は森村 [4 ， 5J で尽くされている気もするが，その後の成果を補う形で記すことにする.また，

queue の理論の進むべき方向を示すものとして Kendall [8J の総合報告の果たす役割はきわめて

大きく一読に価する.

~ 1. 解法の推移

queueing model のおもな解法については [4J に概観されており，その段階で一応枠組みが

できあがったように思われるが，その後の経過を少し触れておこう.まず特筆すべきは King

man [9J による GI/G/1 型の待ち時間過程の代数的な取扱いであろう n 番目の客の待ち時間を

ωn ， サーピス時聞を Sn ， n 番目の客の到着からつぎの客の到着までの時間間隔を tn +l とすると，

待ち時間の聞に， wn+t=max (0 , Wn+Sn-tn+l)=[Wn+Sn-tn+tJ+ なる再帰式が得られる. signed 

measure 全体のうえで[・ J+ なる演算の operatorπ を考えると， π が projection の性質をも

つことから ， {Wn } の分布の母関数が容易に得られる(この式は Spitzer が組合せ論的方法です

でに示しており， Spitzer の公式と呼ばれている).とくに，新しい結果が得られとし、うわけでは

ないが，これまでの Smith や Pollaczek などの解法にいわば統一的な解釈を与え，解法の整理

を促している.この方法で理論上は解けるわけであるが，具体的に解を導くとなると，多くの場

合やはり困難である.この論文では， M/G/1 や GI/M/1 の解が容易に導けることを示 L，さら

に，到着およびサーピスの分布が有理型の特性関数をもっ場合などについて調べている s 最近で

はこの方法を用いて， GI/品/1 ， Ek/G/1 ([10, 11J) などの待ち時間分布およびその平均等が陽

に求められている Kingman の論文の出現は random walk の maXlmum の分布に関する

Spitzer の公式を，代数的に導いた Wendel [12J に負うところが多く， Kingman 自身 π のこ

とを Wendel projection と呼んでいる.

GI/G/1 の行列長さについては，その量 1 つに注目するかぎり， Markov 性を見いだすことが

できないが，それに他の変量をうまく組み合わせいっしょに考えると， 容易に Markov 過程が

作られることがある. Keilson-Kooharian [13J が M/G/1 において，任意時点でのqueue size 
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と，そのときサービス中の客のサービス経過時聞を込みにすることによりかなり成功している.

このような方法は補助変数法と呼ばれており，現在，もっとも広く行なわれている.この方法を

用いると， priority があるとか，待ち時間に制限があるとか，循環型であるとかするような複雑

な型の系に対しでも状態方程式がたてやすいという利点があるが，得られる解はきわめてやっか

いな形をしていることが多い.この方法は，また， busy period 内での queue size の最大値や出

力過程を調べるのにも有効である.この手法による代表的な文献として Tumura[14J や Cohen

[7 , 15J 等が掲げられよう.

Neuts[17, 18J は busy period に注目し queue を branching process としてとらえている.

この方法の可能性は Kendall [8J で指摘されている. 少し古くなるが， 仮待ち時間についての

sample path の性質を綿密に調べている Benes [18J の仕事も面白く，今後，近似の理論などに

使える可能性も大きい.その他，到着およびサーピスの分布を L-分布 ([4J 参照)で近似し，

任意時点で系内に残っている phase の数について状態方程式をたて，それから仮待ち時間分布

を求めている Schassberger[19J のやり方，同様な考えで到着およびサーピスの分布を discrete

な分布で近似することにより Gl/G/1 の待ち時間分布の L-S 変換を求めている Konheim [20J 

の方法などがある . GI/G/k については， Kiefer-Wolfowitz 以来ほとんど進歩もなく， Kingman 

の代数的取扱いも失敗し， ergode 条件以外は依然、として五里霧中というところ.しかし， traffic 

密度が 1 に近い，あるいは l 以上という本質的に queue の model と離れる場合については，か

なり大胆な接近がなされている.これについては beavy traffic の項で述べよう.

最近は priority queue の研究が盛んであり， この場合，ある保存則の下で平均に関する直感

的な考察が広く行なわれていることも注目に価しよう.

S 2. システム聞の関係

これまでの 2300 ほどの論文のうち，大多数は現実の問題を一つ一つモデル化し，それをどう

にかこうにか解こうとするものであった.確かに， queue の問題は，その non-linear 性格ゆえ，

何が結果にどのくらい響くのかはなはだとらえがたい面がある.また，対象とするシステムが大

掛りで設計の要求がシビアで高い精度を必要とする場合には，このようなアプローチしかなし、か

もしれない.しかし，このような方法ばかりとっていては現実が動くにつれて， queue の論文の

数は増大し，それに反して理論の応用自在性は相対的に低下する恐れが多い.そこである尺度に

関してでもシステム間の関係がわかるとか，システムの違いには不変な量がわかるとかすると，既

存の結果が整理され使いやすくなると思われる.このようなモデル，解法等の統一化は，森村[4J

が1960年代の課題として強く主張していたことである.この10年間にそのような仕事が成された

かというと，未だしではあるが，いくぶんそのきざしが見えてきたように思える.

森村のいうような， queue のシステム全体をある空間と見て，その上に metric をいれるなど

ということはまだ夢のような話ではあるが， Ghosal [21J は cybernetic queue と銘打って，そ

れと近い意図をもった仕事を試みてはいる.だが，あまり成功しているとは思われない.そのよ
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うな夢にまではとても手が届かないけれど，今後の方向を示すと思われる仕事をいくつか紹介し

てみたい.

2・1 Little の公式

平衡状態における系内人数の平均L ， および客の系内滞留時間の平均Wの聞には L=.nv とい

う簡単な関係が成立することは Morimura [22J , Little [23J らにより証明されている.ここで

えは平均到着率を表わす.この関係の重要性は， queue におけるもっとも重要な尺度の結びつき

が 1055 5ystem を含む多くの系 (Lやえなどの解釈をうまくやりさえすれば)において示され

ていることにある.ただし ， LやWの値はもちろん系ごとに異なり，同じ型でも規律によって異

なることは注意しておかねばならない.また，この関係は，系が平衡状態になくともつの

busy period 内での系の長さ，滞留時間，到着間隔の標本平均をそれぞれ L(叫 ， W(ω) ， À(ω〉

とすると L(ω)=À(僧).W(ω) と sample path ごとに成立することが Maxwel1 【24J により示

され，ますます使いやすいものになっている. Maxwel1はさらに 1 つの busy period 内では

cost などに関しでも同様な関係の成り立つことを示し，活用の広さを説いている.

この関係式のように多くの系に対して不変な関係が他にないものであろうか，筆者も系の長さ

や待ち時間の分散などの関係について調べたことがあるが，それらの聞にも近似的に類似な関係

が成り立つが，まだきわめてあらいものである [25J.

2 ・ 2 Conservation law および規律の影響

「多くの場合， priority rule (規律)は各 job の総サーピス時間に影響を与えない，この性質

をもっ規律を work conserving rules と呼ぶ，この概念は多彩な priority queues の解析の統

一化および単純化に役だっ」と Wolff [26J は従来の Cobham ， Jaiswal らの priority queues 

の煩墳な解き方や，その利用しにくい形の結果の出し方を批判している. Suzuki and Hayashi 

[27J はこのような規律のクラスを C2 と名付け， そのうち，割込みは許さぬものを Ch C 1 の

なかで事前にサーピス時聞を知ることができないものを C。と細かく規定している . C。には

first come, first served (FCFS) , random service (RS) , last come , first served (LCFS) 

等が含まれ， C1 Vこは，現在系にいる客のなかで，もっともサービス時間の短い(長L、)客を選

んでサービスをしていく SST (LST) など付け加わり， C2 にはさらに shortest (largest) 

remaining service time SRST (LRST) が入る.もちろん C2 以外にも preemptive repeat 

rule のように総サービス時間に影響を与えるような規律も多いが，この C2 に限定すると，規

律に不変な量が見つかり，それを土台にして平均等についてかなり直感的な見通しが効くように

なる.

まず， Welch [28J が C2 の下では \，、かなる規律に対しても，各 sample path ごとに busy

period の長さは不変であることを示している.これをもとにして [27J および Schrage [29J は

C2 のなかの規律に対して 1 つの busy period 内での系内滞留時間の標本平均の大小関係、を明

らかにしている.それによると，系内滞留時間の平均の犬小の順序をー→で表わすと G/G/l に

ついて，図 1 のような関係が得られる. [27Jでは，サーピス時聞はサーピスを受ける客に固有な
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ものとして扱っているが， GI/G/1 の場合にはサーピスは客に無関係と考えることができ， この

場合につき， Kingman [30J は Co のなかでは系内滞留時間の平均(空間平均と考えるほうがよ

L、)は同一であることを示している.また，この考えで [30J および Tambouratzis [31J は分

散について Co のなかでは FCFS で最小となり， LCFS で最大となることをも示している.

もし， sample ごとの待ち時間等をより厳密に議論するとすればサーピス時聞を客に固有な部分，

あるいは窓口側の都合により決まる部分などのように微視的に見る要があろう.

以上，いずれも大小関係を与えたにすぎない

が， M/G/1 については Takacs [32J が FCFS ，

RS , LCFS について量的な表現を与えている. ヒニ ( 
Kleinrock [33J は M/G/l において p 番目の 図 1

priori ty class の客の到着率をん，平均サービス時間を s p， 平衡状態での平均待ち時間を Wp と

すると，客全体の待ち時間の平均 L; ppWp (pp=ん . sp) は C 1 のなかで不変であることを示し，

conservation law と名付けた. [26J , [27J は任意時点で系内に残存している仕事量が C2 の下

では不変であるという事実にもとづいて，上のことを G/G/1 の場合に証明している.これらの

結果を使うと ， M/G/1 の Pollaczek-Khin tchine の公式等が容易に示される.

2・8 分布形の影響

Pollaczek-Khintchine の公式は M/G/1 においてサーピス分布の分散の違いが平均待ち時間

にどのくらいの影響を与えるかを一目のうちに示している. Downton [34J は予備機をもっ修理

系でシステム故障に至るまでの平均時間の修理分布による違いなどを調べているが，修理時間の

平均が同じでも分布形より大きくちがうことを示し，実際にモデルをあてはめる際，細かい注意

を必要とすることを指摘している.

このように，到着およびサービス分布の系に与える影響の大きいことはわかっているが，目的

とする尺度に分布形の平均，分散がわかれば十分なのか，あるいはもっと細かし、情報まで必要と

するのか明白でないことが多い.しかし，複雑な系を解析するとき，実際に推定された分布に対

して解析できないのでつの便法として M/M型に置き換えて解析を容易にし，その結果で安

全側の評価を与えるものとしていることが多い. M/M 型は本当に安全側の評価を与えるもので

あろうか.

Stoyan [35J は分布形の違いが待ち時間に及ぼす影響を調べる 1 つの方法を与えている.この

論文の方向に従えば上述のような問題にある程度，答えを与えることができるであろう.

2.4 複数窓口と単一窓口との関連

複数窓口については指数サービス以外の場合， Kiefer and Wolfowitz や Loyness [36J によ

るエルゴード条件のほか，ほとんど何も知られていなかったが，最近，この問題を少しずつでも

攻略しようとする動きが盛んである. Heffer [37]. Moyhugh [38J らは M/Er/k についてサー

ビスの残り phase に注目することにより queue size の母関数等を求めている.もちろん，結果

は複雑であり平均などを陽に表わしてない. [37J にはいくつかの場合について queue Slze の平
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均や窓口が一杯になる確率のグラフが書かれており興味深い.村尾 [39J は方程式の数を減らす

ためにサーピスの最大長を押えて M/G/2 (離散型)の解析を試みているがまだ成功していない.

真っ向からの解析は困難であり，実用的には平均待ち時間のだし、たし、の値を知るだけでも役に

たつという考えから Kingman [40J. Suzuki and Yoshida [41]は上下からの近似値を与えてい

る.まだ十分良い評価とはいえないが，一応の目安を知ることができる.

複数窓口系(窓口 k 個)の sample path を追ってみると，到着間隔は同じにしておいて. ，1回

個のサーピス時間(平均りを窓口数 k で割ったものを，あらためてサービス時間とする単一窓

口系を考えると traffic 密度は同じとなり 2 つの系はよく似た振舞をする. 複数窓口系の η

番の客の待ち時間を Wn • 対応せる窓口 1 の系の待ち時間を Vn とすると G/D/l の場合 sample

path ごとに ωn~Vn となり . GI/M/k の場合，平衡状態についてみると Vn のほうが確率的に
k-l 

大きいことがわかる(森[42J. 牧野[43J). これらの場合，平均については Ev- "--F- ・己Ew豆

Ev となることがわかる. Stidham [44J は G/Er/k (input は系の状態に依存しないものであれ

ばよい. renewal input とは限らず)について，系が空の状態から出発した場合，任意時点にお

ける系の長さは対応せる窓口 l の系のほうが常に確率的に短いことを証明している.このことか

ら，この場合も上の左側の不等式が成立することがわかる.まだ十分な評価とはし、えないが，よ

り一般な系 G/G/k においても，平均について上と同じ関係が成り立つものと予想される.

~ 3. Approximation 

待ち行列系について手っ取り早くだいたし、の様子を知るために，近似の考え方が重要な位置を

占めてくるものと思われる.まだこの方面の仕事も十分になされているとはいえないが，おもな

ところを紹介してみたい.

8 ・ 1 不等式による評価

GI/G/1 の場合 Smith などにより待ち時間の解析がなされてはいるが，その結果は複雑で，

いかなる量が本質的に響いてくるのか見きわめがたい.また，外部条件等が明確な場合には精密

な議論も必要であろうが，むしろ，入力やサーピスについてある程度あらい情報しか知りえぬこ

とのほうが多し、から，それらを基にして混雑についてだいたし、の見当がつけばよろしいという場

合もある.

GI/G/1 の平均待ち時間について Kingman [45J が最初幾通りかの上からの近似値を与え，そ

の後. Marshall [46J. Kingman [40J は実用上かなり満足のできると思われる評価を与えてい

る.到着時間間隔の平均，分散を t. σ" サービス時間のそれらを王， (1;とすると [40J によれ

ば E(U+)2/2 (l-S) 壬Ew豆 (σ;+σ;)/2 (t一正)三J1 となる. ここで u+=max (0 , Sn ーら+1) で表

わされる. upper bound は p=s/ t が 1 に近づくときよい近似を与える. lower bound は p が

1 に近いとき upper bound の約1/2 となり . P が小さいときその比率はもっと小さくなり，あま

りよくない. Marshall は到着分布にもう少し情報をいれることにより，近似値を犬幅に改良し

ている たとえば，到着分布が日ならば. J1- ~ (p+c!)記必J1で与えられる昨σ;/?)
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左辺の等号は MjGjl のとき成立する queue size の平均に直すと上下の差はわずか 1 人にも

ならない.到着分布が IFR というのはいささか奇異に思われるかもしれないが， queue の理論

に現われる到着分布は IFR であることが多い.ある条件のあるとき到着の pattern は必ず IFR

になるというようなことが物理的に説明されると面白い. Kingman は待ち時間分布の tail が指

数関数で上下から押えられることを示しているが，興味深い. GljGjl については，客が到着し

たとき窓口のすいている確率 P。と待ち時間の分散のかなりよい評価が得られれば，上のことを

も考え合わせると，平衡状態の待ち時間の全貌がだいたいつかめるものと思われる.

GljGjk については，すでに少し触れたが， [40J , [41J の評価もまだ十分改良の余地があろ

う. 2 ・ 4 節の議論から upper bound については(σ;+ --Àø;)j2Ci-~ )("=Jk) で押えられるものt I k2.... $/ / .... , IV k / ,--

と予想される.これは traffic 密度が 1 に近いほどよい近似を与えるはずである.

その他， bulk queue に対する不等式評価なども Marshall [47J や [41J で論じられている.

8・ 2 heavy traffic 

待ち行列系のだいたいの様子を知るもう l つの方法として， traffic 密度 p が 1 に近い heavy

traffic の場合の議論がある. この場合， 待ち時間分布を導くときに中心極限定理がうまく使え

て議論がかなり容易なものとなる. Kingman の仕事 [48 ， 49J 以来， 20 編近くもの論文が生み

だされている.それによると ， GljGjl で FCFS の場合， p が Hこ近づくにつれ，平衡状態で

の待ち時間の分布は，平均が J1 の指数分布に漸近的に従うことがわかる . tandem queue の後

段の窓口における待ちのように，到着の仕方にいくぶん相関のある場合でも，上のような近似が

成り立つ. RS 規律の場合，平均は FCFS と同じであるが，分散がより大きく (3 倍くらしうな

るため，指数分布から大きくずれる.しかし， priority がある場合でも， priority グラスが固定

さえしていれば，優先順位の低い客の待ち時間もやはり指数分布に近eづく (Mazumdar[50J). 

それでは p がし、くらくらいの大きさなら heavay traffic の近似を使ってよろしいのか.これ

はまだはっきりしていない heavy traffic の場合の待ち時間が指数分布で近似されるというこ

とと， [40J の待ち時間分布の tail に対する評価を考え合わせると ， p<l の場合の待ち時間も，

待つ客だけに限定すれば指数分布に近い形をしているのではなかろうか.実際， GI/M/k の待ち

時間は，待つ客だけについてみると指数分布になっている.これとは別なことであるが， GI/G/1 

の待ち時間分布が infinite divisible であるとし、う事実は興味深い ([49J).

GljGjk については traffic 密度 p=王/がが I に近づくとき待ち時間分布は平均 h の指数分布

に漸近的に従うであろうとしづ Kingman の予想があるが，この予想とは独立に Borovkov [51J 

が証明を与え，上の予想を裏付けている. Borovkov のモテ、ルは，到着の仕方に多くの種類があ

り，客はいったん，同じ queue に並び， それから }I原にサービスを受ける.窓口のサービス能力

もさまざまであり，集団到着，集団サービスをも許すという複雑きわまりないものである.この

系に対し， traffic 密度が l に近いとき， お客がし、ょうがし、まいがサービスを始め，サービスの

途中にきた客は，窓口がすいていれば，すぐにサービスを受けるというような乱暴なモテ、ルで、近

似する(確率的にきちんと許価はするが)ことにより queue Slze の分布を求め，上記のこと
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を明らかにしている.

Iglehart and Whitt [52, 53J も [51]同様，複雑な系を取り扱い，やはり queue size に着

目することにより p話 1 の場合のいろいろな極限定理を得ている.ただし，収束の仕方として弱

収束をもちだしていることは queue では目新しい.最近， ρ孟 1 の場合について極限定理などを

求めている論文が多いが ([54J など)，この場合は idle time が無視されうるため， p<l の場

合と系の振舞が全然異なり，伺をねらおうとしているのか筆者には見当がつかない.単なる数学

的興味のためばかりとも思えないのだが.また， pミ 1 の場合は， heavy traffic と呼ぶよりは

divergent queue と呼ぶほうがよい.

heavy traffic の場合， queue size や待ち時間がきわめて大きいため，それに比し，その微小

時間での変化は小さいものとみなされ，それらの process を diffusion process とみることがで

きる.これについては 4 節で述べる.

S 4. Transient 解，収束の速さ

4・ 1 収束の速さ

queue の理論で得られている結果のほとんどは平衡状態に関するもので transient 解につい

て陽に結果がだされているのは M川l/k くらいなものであろう.他の系に関しては，どうにか結

果がだされていても，とても利用できる形になっていない.しかし，毎日のオベレーションは過

渡状態の繰返しであり transient 解に対するなんらかの評価が必要となる.そのために，つぎ

の 2 点が明らかになれば実用的には一応満足されると思う. (1)系が稼動し始めてから，どのくら

いの時聞が経過しておれば，だいたい平衡状態と考えてよろしいか， (2)ある時刻での平衡状態と

の食い違いはどのくらいかs

(1)についてはある程度の目安がたてられているが， (2)については heavy traffic 以外の場合，

まだ何も論じられていない. (1)に関するものとしては Pollaczek ， Kingman , Vere-Jones , Heaｭ

thcote ([2J の文献欄参照くださし、)らにより ， GI/G/l の待ち時間や queue size の分布，モ

ーメントなどは，どれも exponential order で平衡状態に収束することが知られている.たとえ

ば， [55J によれば n 番の人の待ち時間を Wn ， 平衡状態のそれを W とすると， ω1=0 のとき，

Ewn=Ew+O (C~/ゾ五)となる . Co は到着およびザーピスの分布から定まる量であり 1 より小

さい.しかし，このような議論では定数項の見当がつかず実用には向かない.実際的に収束の目

安となるものはいまのところ， Morimura [56J の主張する build-up time くらいしか知られて

いない.

heavy traffic の場合， Kingman [49J は平衡状態におちつくまでのだいたL、の時間として， c~ 

=var(u)/(EU)2, (ただし u は Sn- tn+l と同じ分布をもっ r. v.) を示唆しているが， Daley[57J 

は相続く客の待ち時間の相聞を調べることにより，この考えを支持している.これはまた，平衡

状態の食い違いが10% くらいになるのは build-up time の 2 倍くらいの時間であるとする [56J

の主張ともだいたい一致する. Borovkov [51]はより複雑な系に対して， Kingman の主張と同
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じような早さで待ち時間の分布が指数分布に近づくことを明らかにしている.

Gaver [58J は heavy traffic の場合， M/G/1 の仮待ち時間を diffusion process で近似す

217 

ることにより， transient 解についてかなりよい近似値を得ている.表 1 は M/G/1 の仮待ち時

間 W(t) の平均の真の値と，その diffusion 近似 Wd(t) による transient 解の近似のよさを

見たものである. diffusion 近似をする場合，境界条件の入れ方からどうしても P。の評価が小さ

くなるため，平均値は真の値より大きめになる.表 2 は σ2/μ2 単位で、時聞を計った場合，各時点

での平衡状態との食い違いを表わしている.σ2/μ2 という量は M/G/1 の場合の c~ に相当する.

表 1 E{W(t) I W(O)=O} の近似(ま分， p=0.95) 
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6.33 7.85 8.69 9.22 9.58 10.25 

6.45 7.94 8.76 9.28 9.63 10.25 

表 2 diffusion 近似の収束の速さ (p が 1 に近いとき)

n2 

経過時間(長単位) 1 0・ 0.2 0.3 0.4 日 0.6 0.8 

E{Wd(t) I Wd(位二三Q}X lOO 41 54 62 67 72 76 81 
- EWd(め l

4 ・ 2 simulation 

対象とすべきシステムが複雑になるにつれ，解析的な approach だけでは手に負えなくなり，

1. 0 ∞ 

85 100 
(%) 

大型計算機を用いての Monte Carlo simulation が幅をきかせてくることになる simulation

を行なう場合に重要なことは，まずは，いかにうまくモデルを作るかということであり，もう l

つは run の長さと精度との関係を知るというような実験の統計的処理をいかにやるかというこ

とであろう.

run の長さと精度との関連について，もちろん，一般的に述べることはできない.だが， GI/G/l 

(FCFS) といったもっとも簡単な系に対してではあるが，最近ようやく Oaley[57J ， Blomqvist 

[59, 60J らにより，光明が当てられるようになった.この結果はより複雑な系の simulation を

行なうときにも参考になるであろう.

P<l なる任意の値については， M/G/1 以外簡単に計算できないが， heavy traffic のとき

はきわめて簡単な近似式が得られる いま，平衡状態での平均待ち時間的を標本平均。=士
宮いで推定するものとする.精度を表わす規準として E{(ÛJ- Wq)2}/C同)2 を用いると，この
m+l 

値がおよそ 2c;/η となり，これから必要な run の長さを決めることができる.それによると，

相続く待ち時間の相関がきわめて強いため，無相関な場合に比しはるかに長い run を必要とす

ることがわかる.

p~l なる divergent queue についてはさまざまな尺度について中心極限定理などが知られて

いるが， このような simulation の精度を考えるためにも ， P< 1 の場合の待ち時間や queue
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:size についての極限定理の研究が是非ほしいものである . P く l の場合の極限定理も少しは知ら

れているが，まだ意味のある量について何もなされていない.

また， Page [61J は待ち時間のように正の相関の強い系列に対して， Monte Carlo 法を用いる

場合，対照変量サンプリングを行なうと，標本数を半分くらいに減らすことができることを報告

している.

4・ 3 rush hour 

混雑現象に関する大きな問題の 1 つとして rush hour の問題がある. rush の問題は，いわば，

'queue の理論に本質的な idle time なるものがないために，出入りの勘定を合わせるだけという

ような単純な決定論的取扱いでもかなりよい近似ができる. しかし， この方法では fluctuation

を無視するため混雑を過小評価してしまう.

Newell [61 , 62, 63J は到着率が λ(t) なる非斉時 Poisson 流に対し， サービス率 μ が一定

の場合の系の振舞を diffusion process とみなすことにより， え (t) のいくつかの pattern につ

いて， queue size の平均の時間変化や，混雑の長引き方などを調べた. diffusion の方程式を解

くときに. queue size が O となる境界を反射壁として扱っているため， idle time の存在を考慮

したモデルに比べるとし、くぶん様子がちがっている.え(t) が p を大きく上回ることのある場合

には，その差はあまりない.しかし， À(t) に山があるにしても peak が μ よりも小さい場合に

はidle time の存在が効き，かなり様子がちがってくるー

この diffusion model は道路における自動車の nush を評価するのによし、かもしれない.そ

れ以上に混雑の激しい国電の駅などの rush には，決定論的モデルで、も十分ではなかろうか.飛

行場での飛行機の離着陸などのように，混雑の程度が個々の個数をもって数えられる場合には，

やはり， idle time を十分考麗して計算する必要があろう.このような場合には Galliher and 

Wheeler [64J のように， できるだけ単純化したモデルについて状態方程式をたて， それを逐次

解いていき，想定されるいろいろな到着およびサーピスのパターンに対し，解を準備しておくし

か手がでないであろう.このような rush の問題について simulation を行なうとしたら run

を数多く繰り返さねばならず，たいへんで、あろう.

上述のように，一口に混雑といってもいろいろな度合いがあると思われるが，これを明確に分

類する術がいまのところ，はっきりしていない.

S 5. 独立性の解消

queue に関する理論が展開されはじめてから，すでに60年になるが，その前半期においては，

ほとんどの研究者が， Poisson 到着，あるいは一定到着をするような系を扱ってきた. これらの

到着の pattern が現実の場で占める比重も大きく，あるいは，それらが到着の型の 2 つの両極端

であるという意味でも，これらの系の解析に力が注がれてきたことはうなずけることである.そ

の後， Lindley らにより待ち時間過程というものが考察されるようになってくると，数学上のつ

ごうから，到着のパターンの一般化として renewal input がとりあげられるようになり ， GI/G/1 
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型あるいは GljGjk 型が queue の理論の中心的なモデルと相成った.しかし， GI のように到

着する客の流れを renewal process としてとらえることは，到着の仕方が対象とする待ち行列系

の外部の他のシステムにより control されているというような，はっきりとしたメカニズムをも

たぬかぎり，不自然な見方であるということを KendaIl [8J が指摘している.また，系に到着す

る客の流れを表わすときに Poisson input に比べ renewal input のほうがどのくらい広いも

のなのかも明らかでない.

到着流を renewal input とみなすやり方は，到着の仕方を到着間隔というような時間の長さ

で観測するわけであるが，このような局所的なとらえ方に対し，客の到着の仕方をある時間内に何

人ぐらいくるのかというような見方のほうが，客の流れのメカニズムをとらえるうえでより本当

らしいのではなし、かというような意見もある.この考え方にもとづいて， ヒンチン [65]. RyIlｭ

Nardzewski [66J らの point process(点過程)の研究があり，その後も， Cox and Lewis[67J , 

Beutler and Leneman [68J , Thed馥n [69J らにより，別の角度からもこの点過程の研究が進め

られている. Poisson 流には，重ね合わせたものも，また Poisson 流になるとし、う物理的解釈

のうえでも，解析の面でもつごうのよろしい性質があるが， Newman [70J は，相関性をもっ流

れで上のように重ね合わせても同じ type の process になるというような定常点過程を紹介して

いる.しかし，到着する客の流れを表わすという面で，まだ決定的なものをみない.この先は，

より物理的な洞察が必要とされよう.

あまりにも一般的な流れを考えると， その上に queue の構造が載せにくく， このような点過

程を用いて queue を論じているものはきわめて少ない.

renewal input 以外の到着の流れをもっ系について，最初に広く論じたのは Loynes [36J で

ある.彼は n 番目の客のサービス時間 Sn と n 番目の客と π+1 番目の客の到着の聞の間隔 tn+l

とを込みにして， {(Sn , tn +l)} が可遷的な定常過程をなす場合について ， GjGj1 , GjGjk , タン

デム型等の安定性を調べている. このようなかなり広い系の待ち時間やら queue size について

は詳細に論ずることができないので，最近では， renewal input だけを考えるというやり方のまず

さを明らかにするために，より単純な相関のある到着流をもっ系の研究が， Cinlar [71], Pearce 

[72J ，牛島 [73J らによりなされている.これらの論文は，個々の型のもつ model としての必然

性よりも，上に述べたように， renewal input と，相関のある到着流との食い違いをながめると

いう点で興味ある研究である.

牛島は，離散型の待ち行列系で，時間 (n-1 ， n) の聞に到着する客の数 Nn が多ければ，そ

のつぎの Nn+1 は減る傾向にあるというように，到着数 (λ叫が Markov 過程を成す場合を扱

っている . {Nn} の遷移確率に特別な構造を仮定してではあるが，定常状態での平均待ち時間を

計算している.それによると ， {Nn} が同じ定常分布をもっときでも，ある時間での客の到着が

多ければつぎは少なくなるという傾向がある場合と，多ければつぎも多くなりやすいとし、う場合

とを比べてみると， traffic密度が大きくなるにつれて，その差は顕著となり，前者に比べ後者の

ほうが Ew が 5 倍以上にもなることを示している.到着間隔のバラツキの大きさによる違いだけ
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で説明されるよりも大きな差が見られるように思われる.一定時間での到着個数を見るというこ

とと，到着間隔をながめるということの違いはあろうが， renewal input ばかりを扱い，それで

よしとする風潮に警鐘を鳴らしているものと思われる.いずれにしても，従来の queue の model

を用いる場合には， input の独立性を十分に検定して用いる必要があろう.

さきほど述べた，点の個数を数えるという流儀で到着流をながめるものの l つの例として，牛

島らの扱った離散型の待ち行列系がこれに当たるだろう.しかし，このような離散型という扱い

ではかなり状況が限定されてくる.定常点過程を入力にもつような系を Rao [74J が糸斑の問題

として扱っているが， これは窓口数が無限個の場合なので本質的には queue の問題とはならな

い.筆者 [25J も定常点過程を入力とするような系 G/G/k を扱ったことがあるが， L=ÀW のよ

うな列の長さと待ち時間の関係がうまく示されるが，待ち時間そのものを扱うことができなかっ

た.しかし，このような方法も queue の理論を整理するのに役だてられるものと思われる.

これまで述べてきたような，到着流に相関のある場合のほかに，現実のシステムでは各要素の

聞に相互に依存性があることのほうが多いと思われる. Bhat [75J はこの方面の研究を重視し，

待ち行列系に関する“相関"をつぎの 5 つに振り分け，それに当たる文献やモテ'ルを紹介をして

し、る.

(1) 到着流に相関のある場合

(却 相続くサービスの聞に相関のある場合

(3) 到着流とサーピス時間の聞に相関のある場合

(4) 系の状態に依存して到着流の変わる場合

(5) 系の状態によってサ{ピスの住方が変わる場合

ここで紹介されているそデルはまだ幼いものが多く Bhat 自身 first-order dependence の

ある queue と呼んでいる次第である. しかし，これまで扱われてきたすべての要素聞に独立性

を仮定したモデルと，なんらかの相関のある現実のシステムとの食い違いの大きさを知るうえで

有効であると思われる. (仏 (5)の型の系は，最近，系の状態を見て制御することのできるシステ

ムとして cost function と組み合わされて，かなり研究されている.

~ 6. Control，その他

最後に，これまでの section ではとりあげることのできなかった問題の最近の傾向と今後の課

題について簡単に触れてみたい.

6・ 1 モデルについて

time sharing system の開発が進むにつれて，いろいろな型の feed back や priority をもっ

た queue が論ぜられるようになった. priority queue の花盛りとし、う感さえする.新しく提出

される queue のモデルは， TSS や電話交換のシステムに関連したものが多く， 1 つ，システムが

開発されると，それにつれていくつかの新しい queue の問題が発生する有様である.それらの型

の多様さは筆者の非力ではとうてい一望できるものではない ([2J をご参照ください).しかし，
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あとの研究に役だてるために，系統だてて分類をしておく要があろう. queue の発生する個々の

場所においては，複雑な型のモデルがかな.り細かく論ぜられているが，大きなシステムの特徴であ

る network 構造の全体について論じたものはほとんどない.非常に関連の強いと思われる窓々

をいくつかまとめてタンデム型のモデルなどとして扱うが，あとは個々別々に locally に取り扱

っている.もちろん，いきなり network 全体について論ずることは至難であろうが，少しあら

い議論でもよ L 、から local な結果を network に組み入れていくような手法がほしいものである.

6・ 2 control の問題

森村[4J の予想したように， control の効果を含む問題が，最近，盛んに論じられるようになっ

てきた.そもそも， queue の理論はシステム設計のための理論で‘あり，たとえば規律の選択など

のように，そこには control もしくは decision の要素が多分に含まれている.これまでは選択

可能ないくつかの系について待ち時間等を調べ， あとは使うほうの側で cost の計算をやり，適

切な系を自分で選びなさいという流儀であった.それが最近では operation の途中，系の状態

により service rate を変えるとかする可変的要素をもった系について，あらかじめ cost をも考

慮して論ずるようになってきた点が目新しい.このような議論をしている論文の数は cost によ

る priority の選択をも含めてすでに20編をこえる.

operation の途中で control できる要素としていろいろ考えられる.これまでのところ，サー

ビス率を変えるとか，サーピス開始時点を決めるとか，窓口の数をふやすとか窓口の側に関する

ものが多い (Sobel [76J，前島 [77J ， Yadin and Zacks [78J , Stidham [44J など， [77J に詳し

し、).これに対し input を変えるものとしては， 混んでいるときは利益のあがる客だけを選ん

でサーピスを行なうという Scott [79J や Miller [80J などのモデルがある waiting room の

大きさを変えるとか， priority の順位を変えるとか，その他の要素を変えているものはまだ書か

れていない.これらの論文の多くは， 手法として Markov decision process を用い，最適解を

見いだす algorithm を与えている.しかし， 解の形をきちんと与えているもの， あるいは解の

性質まで論じているものは少ない.運用上， 目的関数の値が最適解の近辺でナベ底型であること

が望ましいと思われるが，し、くつかの計算例を見ると，だいたし、，そのようになっている.また

実用上，このような control の問題においてもっともむずかしい点は， “待つ"ことをどのよう

に評価し目的関数を決めるのかという点であろう.

上述の control の問題は外部環境がすっかりわかっている場合についてであるが，システムを

設計する際には，外部環境がはっきりしない場合のほうが多いので，統計の問題とも合わせ考え

る必要があろう.さらに外部環境が徐々に変わってくる場合の問題も考えられる.

6 ・2 統計的問題，その他

待ち行列論の実用化をうながすという意味で統計の問題は重要であるが，これについて論じら

れている論文は少ない ([2J を参照のこと). それらの論文は既存のシステムにおいて平均待ち

時間等を合理的に推定する方法を述べているが，外部環境に関するわずかの情報からどのような

システムを選択していったらよし、かという方法については，まだ何も論じられていない.
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また，最近，設計の要求が精密になるにつれつの busy period 内での待ち時間や queue

slzeの maXlmum など新しい尺度の研究もかなりみられる ([81 ， 82J など). さらに， 出力過

程やqueue Slze の process から，逆にサーピス分布などを固定するとし、う面白い問題も論じら

れている ([83J).

結び

筆者の興味のおもむくままながめてきたので，片寄った文献のあさり方をし， queue の本流を

見失ったかもしれないが，その点はご容赦願いたい.参考文献はまえへさかのぼることができる

よう，類似なテーマを扱ったものはなるべく最近の論文を掲げておいた.

Bhat のいうように， queue の理論の実用化への道はいままさに始まったばかりといえる.そ

の道はきわめて険しいようである.人々は過密化に慣らされるにつれて混雑を緩和する方法を少

しずつ体得してきている. それと同じように， queue の理論も経験(適用例)を積み重ねるこ

とにより，柔軟さと手軽さを身につけていくことが必要であろう.
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