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G/D/s モデルと G/D/l (s Bulk) モデル

との対応について十

1. まえがき

ポアソン到着・保留時間一定の二つの待ち行列モデル

MJDJs (普通の複数扱者)

MJDJl (容量 s の輸送型集団処理)

村尾洋*

中村義作本

に対しては，電子交換のトラヒッグ問題に関連して，両者の待ち時間の分布関数聞に密接な関係

の成立することをさきに示した[8]. 本論文ではこの考察を一歩進め， 呼の到着をはるかに広い

クラスに拡張した待ち行列モデルについても，同様の関係が成立することを示す.

一般に，異なった待ち行列モテゃル聞の諸特性に対する関係を求めることは，場合によってきわ

めて有効である.たとえば，これによって一つのモテツレの待ち時間の分布関数から他のモデルの

それを導くことが可能になり，モデルごとに解を求める必要がなくなる. しかし，待ち行列理論

に関するこれまでの研究を見ると，この種の研究はそれほど多くないようである.

本論文で対象とする保留時間一定の待ち行列モデルの場合を見ると ， MJDJs が Erlang [2J , 

Crommelin [3J , [4], Pollaczek [1lJ~[13J などによって早くから検討されていたにもかかわら

ず， MJDJl (容量 s の輸送型集団処理)やその他のモデルは，あとになって MJDJs とは独立に

解析されている [lJ ， [5J , [9J , [10J. 

最初，ポアソン到着・保留時間一定のモテ事ルについて待ち時間の分布関数の関係を求めたが

[8J , その後の検討により， 同様の関係がポアソン到着に限らずより一般的モデルについても成

立することが判明した.関係の導出は，両モテゃルの特性値を数式的に対応づけることではなく，

処理構造そのものを考察することによってなされている.この考察において，ポアソン到着の条五

件が関係成立のために必ずしも必要でないことがわかり，任意の到着過程に対して待ち時間の分

布関数の関係を見いだすことができた.よって，さきに導いた結果 [8J は，関係を具体的に表示

する問題を除いては，本論文の特殊な場合となる.

t 1972 年 3 月 16 日受理. 1972 年 9 月 20 日再受理.
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2. モデルと解析

2・1 対象とするこつのモデル

本論文で考察するこつの待ち行列モデルは， Kendall の記号[7Jによれば G/D/s と G/D/1 (容

量 s の輸送型集団処理)とかかれる. モテ'ルの記述はこれでっきているが， 後者(以後 G/D/1

(5 Bulk) と略記)について若干説明を補足しておく . G/D/1 (s Bulk) では，系にし、る一人の扱

者が 5 個までの呼を同時に処理する能力を持ち 1 回の処理終了時に s 個以上の待ち呼があれば

先頭の s 個を s 個未満であればそれらすべての呼をただちに処理し始める. s 個未満の場合は，

処理能力に余裕があるが，処理時間の途中で到着した呼は進行中の処理が終了するまで処理を開

始されない.そして， このモテ守ルで

を開始する.たとえば 5 人乗りのパスがある時間間隔で運転されているようなもので，一人も

客がいなくても定刻になれば発事してしまう始発駅の状態を想像すればよい.これが「輸送型集

団処理」と呼ばれる理由である [lJ. いま， 保留時聞が一定であるから，輸送型集団処理モテツレ

の処理開始(架空の処理も含めて)は一定時間間隔となる.これを周期時点、と呼び， tn (n= …, 

-2，ー 1 ， 0 ， 1 ， 2，…)で表わす.また，記述を簡単にするため，保留時聞を時間の単位にとる.

2・2 周期時点の系内呼数

再三用いられるため， 2 ・ 2 ， 2 ・ 3 では G/D/s をMモデル (Multi の意味)， G/ D/1 (5 Bulk) を

B モデル (Bulk の意味)とさらに略称し，それぞれの処理系をM系， B系と呼ぶことにする.

呼の到着は任意の確率過程に従うとしているが，もちろんMモデルと B モテ.ルでt土同じと考え

ている.そこで，この確率過程から一つの標本関数が任意にえらばれたとし，それに対する両そ

デルの特性値(たとえば，系内呼数)を比較してみる.もしこの特性値がことごとく一致すれ

ば，標本関数で一致したのであるから，確率過程でも必ず一致する.なぜならば，個々の標本関

数が実現する確率は，与えられた確率過程に対して完全に規定されているからである 1) 以下で

は，この観点に立って考察をおこなう.

一つの周期時点 to を基準にとり， その後の周期直後時点 t/ (i=O ， l ， 2 ， …)におけるM系，

B系の系内呼数を LM (i) , LB (i)で表わす2) また， 時点、 ti + から thJ までの到着呼数を ri

で表わす.

(2 ・1) LM(i) <∞ LB(i) <∞ 

のとき，つねに

(2 ・ 2) ILM(i十 1) -LB(i+1) I 孟 ILM(i)-LB(i) I

となることを，場合を分けて導く.

1) 到着過程に対する一つの標本関数が与えられたということは， ー∞から十∞までのすべての時間区

聞にわたって呼の到着状態が確実 (determin istic) に記述されたと考えることである. 同ーの標本関数

に対し二つのモデルの特性値が一致すれば， 確率過程に対しその確率的性質も一致する. しかしその

逆は必ずしも成立しない.

2) 周期直後時点 ti+ の系内呼数をとると，周期時点れでちょうど処理の終了した呼が含まれないことに

なる.ここに• tt+ は tt の微小時間後をさす.
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( i) L括的詮 s， LB (i);主 5 の場合

M系では，時点ザから時点 tt叶までの聞に s 個の呼が退去する.ここに，保留時間が一定の

ため，時点 ti+ 以降tこ処濯をど開始した呼は上の時間内に退去しえないことに詮意する.B系では，

時点 tい 1 ~，こ 5 個の呼が退去する.よって，

!ん (i +1)=LM(i) s+rt 

LB (i十日 =LB (i) -s-ト rí

となり，式 (2・訟の等号が成立する.

(ii) LM(i)<s, LB (i)<s の場合

(i)と詩様の考察により，いずれの系でも時点 tí+ での系i村正予は持点 t1.叶までにすべて退去

する.よつて，

となり，

(山O
LB(i 也十ト 1り)=rηi 

JLM(i十 l)-Ln (i十 1)1=0

であるから式 (2 ・ 2) が成立する.

(�ii) LM (i) ~芸人 Ln(i) く s の場合(または，ム!(i)<s， LJl(�) ~s の場合〉

M系では，時点 tJ から時点、 tt+1 までに s 慢の呼が退去する. B系では，時点 ti + での系i今

呼は時点 t!叶ですべて退去する.よつて，

{ ω 十刊1円M川凶ωル(οω件i)ト)ト…什

LB (θi-十ト 1り)=司rt

となり，

LM (í+ 1)-LB Ci十 l)=LM (i) S 

を得る.しかるに，仮定により Ln(i) くS であるから， 式 (2・ 2) の不等号が成立する. また，

LM( i) <s, LB(i) ~S の場合も同様に証明なれる.よって事式(公2) はすべての場合に成立する.

きて，系への平均妥Ij義呼数が処理能力 s を下まわる (E(rt) 主主えくs<∞〉とし，さらに

Var(rt) <∞ 

を抵恕する.

R死三ro-トハート…十九時1

とおけば，チェピシ z ブの定理により

Pr(J}.-Rn!nJ> ε) 話 Var (rt)!ne2

となり n→∞に対して R，jn はえに確率収束する.よって，十分大きな整数Nをとれば

N'-l 

(2 ・3)ErtiNF<5， NF 迄N

が成立する.式 (2 ・ 3) は，時鰐を十分長い需にわたってとれば，その間における単位時間あたり

の到着呼数が処理能力 s よりも低くなることを意味する.よって，

(2 ・ 4) LM(O) <∞ Lll(O) <∞ 

© 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.



G/D/s モデルと G/D/1 (s Bulk) モデルとの対応について 29 

の条件では，式 (2 ・ 3) を満たす到着状態に対して， (i) の場合だけが継続することはなく，あ

る時点以降は (ii) と(iii) の場合が適宜混入されてくる.よって， M系と B系の系内呼数の差

はしだいに縮まり，

ILM(O)-LB(O)I 

がし、かに大きくても，十分大きなKをとれば周期時点 tK←では，両方の系内呼数が一致する.そ

して，ひとたび系内呼数が一致すれば，その後の全周期時点の系内呼数も一致する.

このことから，もし呼の到着がある確率過程 (utilization factor が 1 よりも小となるような)

に従い， M系， B系がともに平衡状態にあるとすれば，周期直後時点における系内呼数の確率分

布は両者で一致する.

また，とくに到着をポアソン過程に限定すれば， M系の周期直後時点(一定間隔ごと)の系内

呼数分布は， 任意時点の系内呼数分布と一致し[6J ， B系の周期直後時点の系内呼数はもともと

周期直前時点の待ち呼数であるから， MjDjs の任意時点の系内呼数分布は ， MjDj1 (s Bulk) の

周期直前時点の待ち呼数分布と一致することになる.

この結果は，かつて Bailey が MjDj1 (s Bulk) の周期直前時点の待ち呼数分布を母関数の

形で導いたとき[1J ， それが Crommelin の導いた MjDjs の任意時点の系内呼数分布の母関数

と一致していることに気づき，興味ある事実として指摘していることにほかならない幻.

2・3 待ち時間(および系内時間)

同じ到着状態に対するM系， B系の特性値の類似は，系内呼数以外にも見られる.いま， M系

と B系の周期直後時点の系内呼数が一致するような tK 以降の状態を考える.そこでは，どの周

期直後時点の系内呼数も一致し，どの周期内の到着と退去の呼数も両方の系で一致するから，一

つの呼がM系で時間区間 (tK+ k ， tK + た+IJ の聞に退去するとき，それに対応する呼は B系では時点

tK +れ 1 に退去することになる.

いま，着目した呼が周期時点の7: (0 話7: <1) 時間前に到着したとし B系で(j+1+7:)時間

後に退去したとしよう J は非負の整数であるから，同じ呼はM系では時間区間(j+τ， j+τ+lJ

の間(j>0 の場合) ，または (l ， l+ 7: J の間(j =0 の場合)に退去する. すなわち， 着目した

呼のM系での系内時聞を TM， B系での系内時聞を TB とすれば

(2 ・ 5) 0孟 TB-TMく1

が成立する.呼の保留時間はともに 1 であるから，着目した呼のM系と B系における待ち時間を

それぞれ XM ， XB とすれば，

(2 ・ 6) 0 豆 XB-XM <l

も成立する.

いま，呼の到着がある確率過程 (utilization factor が 1 より小となるような)にしたがい，系

が平衡状態にあるとして， M 系における待ち時間の分布関数を WM(t) とする. また， [ J を

ガウス記号としの小数部分を

3) 同種の指摘は Powell ， Avi-Itzhak も行なっている [10].
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-r: =t一 [tJ

で表わす.つぎに， B系においては周期時点の τ 時間前に到着した呼にだけ着目し，その呼の待

ち時聞が t ( ミ τ) になる確率を WB(tJ -r:) とかく， ひとつの到着状態を与えたとき， B系での待

ち時間が t の呼は， M系では待ち時間が (t-1) + から t の間 (t ミ 1 の場合) ，または O から t の

間 (t<l の場合)にはいる.よって，

(2 ・ 7) 町 (tJt一回) = WM(t) -WM(t-1) 

が成立する引.

もしとくにポアソン到着であれば，時間 τ の確率密度関数 f(τ) は，時間の単位が周期と一

致しているため，

f(τ) =1 , O~τ<1 

となる.よって， M/D/1 (s Bulk) の待ち時間の確率密度関数を WB(t) とすれば

(2 ・ 8) WB(t) = WM(t) -WM(t-1) 

となる.式 (2 ・ 8) はさきの報告[8J と一致する.

3. あとがき

二つの待ち行列モデル G/D/s と G/D/1 (s Bulk) に対し，標本関数の立場から特性値聞の類

似性を見いだした.第一は平衡状態における周期直後時点の系内呼数分布で，両モデルで一致す

ることを示した.これにより，とくにポアソン到着の場合に， Bailey, Avi-Itzhak などにより数

式誘導の結果として示されていた特性値の一致は構造的に説明された.第二は平衡状態における

待ち時間の分布関数で，両モデルの聞に密接な関係のあることが導かれた.このことから G/D/s

の待ち時間の分布関数が得られていれば， G/D/1 (s Bulk) の待ち時間の条件っき確率密度関数

も容易に計算されることが明らかとなった. とくにポアソン到着に限定するとき ， M/D/s の待ち

時間の分布関数はすでに求められているから ， M/D/1 (s Bulk) の待ち時間の分布関数はただち

に計算される.これは式の誘導で具体的に証明したさきの結果[8J と一致する.

終わりに，種々有益なご助言をいただきました東京工大森村教授に深く感謝の意を表します.
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