
拡散近似ーその考え方と有用性一
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1. まえがき

待ち行列現象は，直接あるいは間接に，さまざ

まなレベルで、私たちの日常生活とかかわりあって

いる.誰にとっても待つことは決して愉快なこと

ではないし，待たないに越したことはない.待ち

行列理論は，本来こういった素朴な願いに応える

べく誕生してきたし，またそうでなければならな

いはずである.この意味では，現在の待ち行列理

論は，あまりに数学的になりすぎたように感じら

れる.この数学化の傾向は否定すべきことでもな

いし，ある意味では歓迎すべきことであるが，そ

の一方で，数学モデルのための待ち行列理論とい

う印象を与えてはいないだろうか.解析のために

都合の良い仮定を並べて解いたところで，どれほ

どの意味があるだろう.また，たとえ解けたとし

ても，その解が母関数， Laplace 変換等の複雑な

形や，大規模な数値計算を必要とするものであっ

たとしたら，多くの人は失望の色を隠せないだろ

う.こう考えてくると， ORのたいていの教科書

の中で，待ち行列の章が最後のほうに位置してい

るのも，うなずける気がしてくる.

待ち行列における近似モデルの重要件ーは， こう

いった状況の中で，ますます高いものになってい

る [23]. 使われる数学の程度が高L、か低L 、かは問
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題ではない.要は，得られる結果が使いやすし、か

否かである.このためには，モデルの厳密さを犠

牲にすることも止むを得ないだろうし，またそう

しなければ，残された多くの待ち行列問題が解け

ないことは， ほとんどの研究者が承知している

“事実"である.

拡散近似(diffusion approximation) は， 1960 

年代後半から展開をとげてきた待ち行列の近似モ

デルの l つである.簡単に言ってしまえば，拡散

近似とは待ち行列特性量，たとえば系内客数，仮

りの待ち時間等の確率過程を，適当な拡散過程で

近似することに他ならない.数学的には，出生死

滅過程(birth and death process) の状態空間を

連続化することに相当している.こういった近似

は，何も待ち行列だけにかぎらず，数理生物学等

の分野で一種の連続近似として，ずっと以前から

用いられていたものである[ 9l. このように拡散

近似は，考えようによっては至極“単純"とも取

れる近似ではあるが，その正当性を評価するにあ

たって，意外に微妙で複雑な側面が現われてく

る.以下では，複数窓口待ち行列の系内客数の過

程を例としてとりあげ， ~なぜ拡散近似が妥当な

のか?.]について，確率測度の弱収束の概念を用

いて厳密に示すことにしよう.これにより，拡散

近似のもつ問題点や近似の有用性がおのずと明ら

かになるはずである.

(11) 197 © 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.



2. 近似の正当性

拡散近似が真に正当な近似なのかどうかを示す

ためには，近似の対象である待ち行列特性量の確

率過程と対応する拡散過程との聞に“近さ"の概

念を導入する必要がある.普通こうし、った場合，

それぞれの過程の分布の聞の“近さ"が目安にな

り，中心極限定理が重要な役割をはたしているが，

ここではその役割を確率測度の弱収束極限定理に

はたしてもらおう.弱収束の概念を用いること

で，確率過程聞の“近さ"を直接的に測ることが可

能になり，より精密な評価をくだすことができる.

まず，弱収束の概念を簡単に述べることにする

(詳細は， [ 1 ]参照).近似の対象としている確率

過程の見本関数は，必ずなんらかの不連続性をも

っている.たとえば，複数窓口待ち行列の系内客

数過程の見本関数は，図 l に示すように，客の到

着とサービス終了前後で不連続に変化している.

この不連続性は，仮りの待ち時間等の過程にも同

様に見出すことができる.このような不連続点、を

もっ確率過程を扱うために， 関数空間 D[O， 1J 

(三D) を導入しよう. D[O， IJ は，左極限値をも

っ閉区間 [O， IJ 上のすべての右連続関数の作る空

間で，対象とする確率過程は，適当な時間軸の変

換によって，以下に定義するDにおける確率関数

(random function) の系列として生成されるも

のと解釈できる.さらに ， Dの位相的ボレル集合

体，すなわち，開集合を含む最小のボレル集合体

を g で表わすことにする.このとき，5fJ 上の確

率測度の弱収束は次のように定義される.

Q(t) 
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。

図 1 系内客数過程
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特集に当って
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最近の待ち行列は変ってきていると思う.ひところ
のように，モデルを解析的に解いて，ラプラス変換を

求めてよしとやり方は，はやらない.なんとか答を数

値化して見せる.行列長の分布や待ち時間分布まで出

してしまう.これもひとえにコンピュータ進歩の影響
だろう.これは，待ち行列にかぎらず確率モデル全般

の傾向でもあるようで， Computational Probability 
や Algorithmic Method in Probability などの題

目の論文集も出始めているほどである.
高橋氏には，強くなった数値解法ということで，そ

の辺の状況をまとめていただく予定であったが，氏の

手の届く範囲で調べられた結果，数値計算例は多くな
ってきたが，解を求めるためのアルゴリズム的手法を

意識したものは未だ少ないという.そこで氏には，マ

ルコフ型モデノレに対するアルゴリズム的手法を解説し

ていただく.

トラフィック密度 p が 1 以上のとき，待ち行列過程

そのものが拡散過程で近似できることは以前から知ら

れている.木村氏の論文は， p<1 のときでも工夫すれ

ば，この拡散モデルによる近似はかなり使えることを

教えている.

橋田氏には，ここ数年，大きな話題であったネット

ワーク型待ち行列について，モデルのいろいろとその

解法を紹介していただく.逆瀬川氏には，やはり 1 つ
の数値解法であるシミュレーションについて，データ

のとり方，まとめ方などに関して最近の理論的成呆を
まとめていただいた.

通信，コンビュータなどへの応用例を紹介するとい

う手もあったが，それらはいずれ別のタイトルの下で

特集が組まれるだろうと期待して，ここではモデルを
精しくあるいは近似的に解くことに関しての理論の発

展状況を紹介するにとどめた.

定義 1 5fJ 上の確率測度 Pn と P が D 上の

任意の有界で連続な実数値関数f に対して，

lim¥ fdP旬 =\fdP (1) 
n→∞ .Jn el

D 

を満たしているならば， n→∞のとき ， Pn は P に

弱収束する (Pn converges weakly to P) とし、

い ， Pη=今P と書く.

この定義は，確率測度の聞の収束について述べ

ているだけで，確率過程の聞の収束については何

も述べていない.そこで，次の定義が必要になる.

定義 2 確率関数txとは，確率空間 (Q， y， P)

t Kolmogorov [20J の定義した確率関数は，一価関数

Xìこ対する分布PX-1 をさし，この定義とは異なる.
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から D への可測写像のことであり ， (D，fø-) 上に

分布 P=PX-l をもっている.

1:の 2 つの定義より，確率過程の聞の弱収束の

概念は本質的には次の定義によって与えられる.

定義 3 {Xn } を確率関数の系列であるとする.

Xη の分布 P犯が，ある確率関数X の分布P に弱

収束するならば， X旬は X に弱収束するといい，

X，，=字X と書く.

以上述べた弱収束の概念とそれにもとづく弱収

束極限定理の結果が，拡散近似にいかに反映して

いるかを示す一例として ， GI/G/s 待ち行列の系

内客数過程をとりあげることにしよう.最初に，

このシステムを特徴づけるパラメータと記号を明

確にしておこう.システムへの客の到着時間間隔

は，独立で同じ分布にしたがう確率変数で，平均

i/，lと有限の分散 (Ja2 をもっているものとする . s 

個の窓口でのサービス時聞は，いずれも独立で同

じ分布にしたがい，おのおのが平均 1/μ と有限の

分散 σJ をもっているものとする. システムのト

ラヒック密度(traffic intensity)を p= ，l/sμ で表

わし，さらに，時刻 t でのサービス中の客を含め

た系内客数を Q(t) で表わすことにする. このと

き，系内客数過程 {Q(t) ;t孟O} に対応して ， D の

確率関数 Q" を次式で定義する.

Q，，=Cl0:tJ ーは一例nt，，=一一一一つ二二 , 0豆 t孟 l
a、( n 

(2) 

ただし ， a= ，l3 σα2+Sμ3 (JλIglehart と Whitt

日 3J は，不安定な (unstable) ，すなわち， p孟 l

であるシステムに対して，次の 2 つの重負荷極限

定理(heavy traffic limit theorems) を示した.

定理 1 ρ>1 ならば ， Qηコ5 が成りたつ.

ただし ， ç は標準ウィーナ一過程を表わす.

定理 2 p=1 ならば ， Q偽ニザ(Ç)が成りたつ.

ただし ， J は D からそれ自身への写像で，

j(x)(t)=♂ (t) -inf{x(u) , 0壬u壬 t }， O~玉 t 三五 l

(3) 

で定義される.

(3)式で定義される写像f は，容易に確かめら
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れるように，原点♂(・ )=0 での通過できない境界

の役割を果たしているので， j(ç) は原点に反射壁

境界をもっウィーナ一過程を表わし， lçl と同じ

分布をもっている.また，定理 1 は，定義 3 から

本質的には中心極限定理の内容とまったく等価で

ある.これら 2 つの極限定理から，不安定な GI/

G/s 待ち行列の系内客数過程は，適当な拡散パラ

メータをもっ自由 (free) または反射 (reflected)

ブラウン運動過程で『近似』できることがわか

る. ここで「近似』としたのは，これらの極限定

理が十分長い時間経過した後の系内客数過程の漸

近的な特性を示したものにすぎなし、からで，不安

定なシステムであっても状態空間がまったく異な

る以上，しょせん，近似でしかあり得ないのであ

る.まして安定な (stable) ，すなわち ， p<1 であ

るシステムに対しては，とてもこのような極限定

理の成立を望むことはできない.もしなんらかで

も拡散近似の理論的根拠を見出そうとするなら

ば，それは重負荷 (heavy traffic) 時を除いて他

には考えられない.つまり ， p==1 の場合に定理 2

の結果を拡大解釈して，安定なシステムの系内客

数過程L 反射ブラウン運動過程で近似できるも

のと考えるのである.この大雑把ともいえる解釈

が，拡散近似の骨組みを支えているといっても過

言ではないだろう.しかし，このことは近似の正

当性を決して否定するものではなしむしろ近似

の結果によってその良否が判定されるべき性質の

ことのように思える.

3. 定式化における問題点

待ち行列の特性量を解析するに当って，定常状

態におけるそれが対象となるのが普通である.こ

れは，定常状態がそれ自体特に重要であるという

よりは，過渡状態の解析が極端にむずかしいとい

う理由による部分が大きい.拡散近似に関しで

も，極限定理は特性量の漸近的な特性しか保証し

てくれないので，過渡状態へ適用すること [22Jに

は，単純には受け入れられない点がある.したが
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って，以下では，安定なシステムの定常状態にお

ける特性量の拡散近似に限定して，議論をすすめ

てゆくことにしよう.本来不安定なシステムに対

する近似である拡散近似を安定なシステムにまで

適用しようとする以上，いくつかの間題点が生じ

てくることは避けられない.特に，軽負荷(light

traffic )時には，はたして近似となり得ているの

かも怪しくなってくる.近似解の精度に関して危

倶をいだくとすれば，それはまさに軽負荷時にあ

り，問題点もそこから生じてくる.定式化の際の

大きな問題点は，次の 2 つにしぼられる.

i) 拡散パラメータの決め方

ii) 境界条件の決め方

また，系内客数過程を近似する場合には，さらに

iii) 密度関数の離散化

が問題になってくる.

3.1 舷散パラメータ

{X(t);tミ O} を対象となる特性量の確率過程を

近似する拡散過程であるとしよう.このとき，拡

散近似の実際の適用は，次式で定義される X( ・)

の密度関数 p(x， tlxo) を通じて行なわれる.

ρ(x， tlxo)dx=P{x豆X(t)<♂十dxIX(O)=拘}

(4) 

よく知られているように [3J ， p(x， tlxo) は次

の Kolmogorov 方程式を満足する.

� 1 �2 r _( _ ¥ . )θf ,_ ( __ ¥ . ) 
一一一 一::2 1 a (x) ρi一一一jb(x)pf (5) � -2 òxー t-'-U-J � l-'-lrJ 

� _ 1 _1_ ¥ �
2
p I 1..1_ ¥ � 

一一=+a(xo) :_~+b(xo) ~r:.. (6) � 2 -,-u , òXo~ . -'-UI ()xo 

(5)式は前向き方程式 (forward equation) また

は Fokker-Planck 方程式と呼ばれ， (6)式は後向

き方程式(backward equation) と呼ばれている.

これらの方程式を適当な初期条件と境界条件の下

で解くことにより，密度関数 p(x， tlxo) を求め，

そこから特性量に関する情報を得ることができ

る. (なお，密度関数を直接計算するためには，

前向き方程式を用いたほうが簡単である. )各方程

式の係数 b( ・)と a( ・)は，それぞれ次のように定

義されている.

200 (14) 

b(x)=lim主亙些dt)-X(t) IX(t) =刈
t I 0 L1t 

ト(7)

=lim !.\ν x)p(y， L1tlx)dy 1 
ElodtJlz-U <a/

Var[X(t+L1t) -X(t)IX(t)=xJ� 
a(z)=2R dt l 

= lim !.\ν-x)ヤ(y，L1tlx)dy 1 
SψO-Z lz-ul<SJ

(8) 

(ただし， δ はある正数を表わす. ) b( ・)は無限小

平均(infinitesimal mean) , a( ・)は無限小分散

(infini tesimal variance) と呼ばれ，境界を除く

領域での拡散過程の挙動を決定する重要なパラメ

ータである.これらの拡散パラメータを決める際

には，軽負荷時での特性量の挙動を十分に考慮に

入れる必要があり，極限定理の結果をそのまま用

いることはあまりに無謀である.たとえば， GI/ 

G/s 待ち行列の系内客数過程に対しては，稼動中

の窓口数を考慮して，

b(x) =À-min(x, s)μ} 
a(x) =À8 σa2+min(x， s)〆 σ.2 J 

(9) 

のように補正する必要がある [10， 24]. (9) 式中

の min(x， s) が， X( ・)=♂という条件の下での

稼動中の窓口数に対応している.しかし，この補

正ですべてが解決するかというとそうではない.

この補正の仕方は自然ではあるが，少なくとも極

限定理の結果が妥当ではない z壬s に対しては，

それが良し、か悪し、かは別にして，他の決め方をし

てもかまわないはずだからである.筆者 [17，第

6 章]は，窓口数の離散性を考慮して， (9)式の代

わりに，

b(x)= え -min (rx1 ， s)μl 
, , 0 Q I (10) 

a(x) =ﾀ3aa2+min( I x 1, s) μ8σ.2 

を提案している. (ただし， Ix1 は z より小さく

ない最小の整数を表わす. )その l つの理由は， (9) 

式を用いた前向き方程式の解は， (10)式のそれよ

りも複雑な形をしており，特性量の分布やモーメ

ントを計算する際に数値積分を行なう必要があっ

たが， (10)式を用いた解からは陽(explicit) な近
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似公式を得ることができるからである.このよう

に，拡散ハラメータの決め方如何によっては，解

の扱いやすさ，さらには解の精度にまで大きな影

響が現われてくるので，これらを比較したうえで

いずれを取るかを決める必要がある.一般に，状

態に依存しない拡散パラメータは， Heyman が与

えた再生定理を用いる方法[ 12J でほぼ一意に決

定できるが，状態に依存する場合には，必ずしも

ー意に決まらないしかし，このことは解の精度

を高めるための自由度が残されているとし、う意味

で，むしろ好ましいことといえる.対象となるシ

ステムの特殊性をうまく利用できるかどうかが，

決め方のポイントになるだろう.

3.2 境界条件

待ち行列特性量の取り得る値には，たいていな

んらかの制約がある.系内客数についていえば，

非負の値しか取り得ないし，場合によっては上限

値が定まっているときもある.他の過程について

も同様である.したがって，これらを近似する拡

散過程についても当然同じ制約が課せられること

になる.その代表的なものが定理 2 で示された原

点における反射壁境界だが，この境界は，重負荷

時を除いてはあまり適当でないことが数値的に確

かめられている [17，第 3 章J. これは，原点、にお

ける確率質量 (probability mass) の大きさに起

因しているためで，軽負荷時にはこの影響が無視

できなくなってくる.つまり，システムが空であ

る確率を考慮せざるを得なくなるわけである.こ

の軽負荷時の反射壁境界の欠陥を改善する一般的

な方法は知られていないが，システムの特殊性を

利用するいくつかの方法がある.その l つは，客

がポアソン到着する場合に，反射壁境界の代わり

に基本復帰(elementary return)境界を用いる方

法である [7 ， 8]. ポアソン到着の場合には，シス

テムが空になっている時間期間の長さ To は明ら

かに指数分布にしたがっている.その期間の後，

系内客数過程の見本関数は Q( ・ )=1から再び開始

される.基本復帰境界は，このように指数分布に

1981 年 4 月号

一一一一一一反射墜境界の路

一一一一一一一基本復帰境界の路
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したがう境界上での滞在時聞をもち，その後，領

域の内側への跳躍を行なう確率過程の境界条件で

あり，軽負荷時の特性量の挙動を適切に表現して

いるといえる.この境界条件には指数分布の無記

憶性が本質的に効いているため，到着分布が一般

への拡張はおそらく困難であると考えられる.一

般到着分布の場合にも適用できる発見的な方法と

して，反射壁境界を原点での見本関数の滞在時間

に応じて負の領域へ移動させる方法が知られてい

る [1 5 ， 16, 2]. この際問題となるのは反射壁境

界の移動幅 Xoの決め方で，原点における確率質量

が未知なために，これまではっきりとはわかって

いなかった.筆者は拡散過程の初通過時間(first

passage time) に着目して，単一窓口待ち行列に

対しては，反射壁境界の位置を，

xo=min{O 竺 logj2. 」三里[ToJ い
\ '2b.~ðla 1-exp(-2b/a)jJ 

(11 ) 

に移動させればよいことを示した[17，第 3 章].

(ただし ， a=a(1) =À一μ， b=b(1) =À3σa2 +μ3σλ) 

しかし， (11) 式中の E[ToJ は，到着分布が指数

分布の時を除いて陽な表現が未だに導かれていな

い.したがって，実際の計算にあたっては， To を

何か適当な確率変数で近似する必要がある.こう

いった場合よく用いられるのが到着時間間隔の定

常残余寿命(stationary residual life time) で，

この近似の下では，
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E[九J=主旦笠1 (12) 
2ﾆ 

を(11 )に代入すればよい， この!え射壁境界を移動

させる方法も，拡散パラメータが状態に依存する

場合には解決すべき問題点が残っている.

3.3 密度関数の離散化

拡散パラメータと境界条件が決定されれば，拡

散過程はほぼ一意に決定で、きる.つまり密度関数

ρ(x， tlxo) が計算できるわけだが，この密度関数

の解釈の仕方にまだいくらかの自由度が残されて

いる.それは元の確率過程がもっていた離散姓を

近似解が失っていることに起因しており，連続近

似である鉱散近似にとっては避けて通れない問題

である.特に，系内客数過程の拡散近似の場合に

は，密度関数を離散化して系内客数の離散分布を

計算する必要が生ずる .π% を定常状態において系

内客数が n 人である確率とし ， p(x) を対応する

密度関数であるとすると，離散化は具体的には次

のように行なわれる.

同=j;+1ρ(x)dx

あるいは，

pπ+t 
1rn= ， を ρ (x)dx

n=O， I ， ・・・ ( 13) 

n=I , 2, ・・・ ( 14) 

離散分布 {πη} が( 14) 式で定義される時には，定

常確率的を与えてやる必要があり， さらにその

後，正規化の操作も必要になってくる. また，

(13 )式で定義される時にも，なんらかの補正が必

要であることが報告されている [18J. このように

筏度関数の離散化には未解決の部分が多く，この

処理を誤ると近似解の精度を低下させることにも

なりかねない.同様の問題は，特性量のモーメン

トの定義にも見出される.

4. 近似の有用性

拡散近似はおおよそ以上の段階を経て行なわれ

るわけだが，それは如何なる有用性をもっている

のだろうか? 近似である以上，あらゆる場合に

正確であることは望めないが，精度の点は別にし

102 (16) 

て，拡散近似は次の 3 つの大きな特徴をもってい

ると考えられる.

(i) 厳密解が得られていない復雑な待ち行列の

解析が可能なこと.

( ii )到着やサービス等に関する分布の定全な情

報を必要としないこと.すなわち，近似解が

ロバスト (robust) であること.

(iii) 近似解が陽な形で得られること.

特徴(i)は，ネットワーク型の待ち行列 (queue

ing networks)の解析に典型的に見ることができ

る. Jackson[14J によって導入された開放型待ち

行列ネットワーク (open queueing networks) を

一般化したシステムや，古典的な修理人問題の一

般化と考えられる閉鎖型待ち行列ネットワーク

(closed queueing networks) システム等が，拡

散近似によって解かれている [18 ， 19, 21]. この

他，計算機システムの性能評価の問題に対しても，

拡散近似は多くの成果をあげている(たとえば[4，

5, 6, 7]). 特徴(ii) については，重負荷極限定理

で示されているように，到着やサービスの分布の

最初の 2 つのモーメントだけが近似解に効いてい

て，その他の詳しい情報を必要としないことから

も明らかである.このことは，分布全体を推定する

ことがむずかしいことから，実際に近似解を利用

する際には非常に重要な特徴である.もし分布形

がわかっているときには，その Laplace-Stieltjes 

変換を用いて近似解を補正する方法も知られてお

り [6 J, 3 次以上のモーメントの微妙な違いを取

り入れることも可能である.特徴(iii) は，すべて

の拡散近似解がもち合わせているわけではなく，

特性量の種類や拡散ノえラメータの決め方等によっ

ては成りたたない場合がある.たとえば， GI/G/s 

待ち行列の系内客数過程の拡散近似で，拡散パラ

メータを (9)式で定義すると，定常確率 {πn} は陽

な形で求めることができない. また ， M/G/l 待

ち行列の稼動期間の拡散近似では，いくつかの簡

単なサービス分布を除いて，稼動期間分布を積分

形でしか求めることができないことがわかってい
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る[1 1J. しかし，大半の拡散近似解は陽な形で与

えられており，プログラム電卓程度の計算機で容

易にその値を計算することができる.

例 以上の特徴を如実に示す例として ， M/G/s 

待ち行列の待ち時間分布に対する拡散近似解を与

えておく .W を定常状態における待ち時聞を表

わす確率変数とすると ， p<1 のとき，

[0 , t<O 
P{W孟 t}= ~ (15) 

(1-IIe- rt , t~O 

という簡約な形で求めることができる [17，第 6

章J. ただし，

( 2 (Æ-S μ) 1¥  
r=ﾆ(expj ~t_'; -L :~;_2f-1J>O (16) ¥l  Æ σa2 +Sμaσ.2 J ' / 

であり ， II=P{W>O} も到着やサービス分布の

平均，分散だけからなる陽な式で表わせる.

5. むすび

待ち行列の近似モデルの l つである拡散近似に

ついてその考え方と有用性を述べたが，発想の単

純さとは裏腹に，対象となるシステムの特殊性を

生かした細かし、工夫がし、かに大切かをご理解いた

だけたと思う.天使のような大胆さと悪魔のよう

な繊細さ(!?)，この 2 つの相異なる性質を合わせ

もたせることが，拡散近似に限らず，すべての近

似において重要なことではないだろうか.使いや

すい正確な近似解も，こういった近似の試みの中

から生まれてくると思われる.
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