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1. はじめに

QNAP は，フランス， パリ近郊のベルサイユ

に立地する国立情報科学および自動制御研究所

INRIA (Institut National de Recherche en 

Informatique et en Automatique) において

D. Potier 博士を中心とするグループにより開発

された，システムのモデル化と性能評価のための

ソフトウェア・パッケージである.現在ではさら

に改良が加えられ， QNAP 2 と版を改めている.

筆者らの l 人は，昭和59年 4 月まで 1 年間同研究

所に滞在する機会を得，若干ではあるがQNAP2

の使用経験があり，以下にその概略を紹介させて

いただし残念ながら，他の性能評価ツール(た

とえば， QM-X, QNA , RESQ 等)に関して多

くを知らないので，本稿では比較検討を行なわな

いことをあらかじめお断わりしておく.

2. QNAP 開発目的

計算機システム，通信網，フレキシプル・マニ

ュファクチュアリング・システム等におけるトラ

ンザクション，パケット，メ v セージ，部品のよ

うな物の流れを，待ち時間，待ち行列，スループ

ット，利用率等の観点から定量的に評価する際に

は，これらのシステムの数学的モデルとして待ち

行列網がしばしば用いられ，その理論的成果をふ

たかはしゆたか， はせがわ としはる
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システム一一→モデル一一→数値結果

図 1 モデル化過程

まえた成功例がこれまでに数多く報告されてい

る.しかし待ち行列網は，一般に解析がむずかし

く，多くの場合，近似解法あるいはシミュレーシ

ョンで満足せざるをえない.また厳密な解法およ

び近似解法は，モデルと求めたい評価量に応じて

個々に最良の選択をする必要があり，さらに数値

結果を得るためには，通常かなりのステップ数の

プログラムを作成する必要がある.一方，シミュ

レーションによる方法は，上記 2 つのアプローチ

以上に問題に依存しており，プログラムの必要な

ステップ数，計算時間，加えてヅログラムの妥当

性の検証に関して多くの問題点を含む.

以上のことを考慮に入れ， QNAP 2 は，図 1

に示すようにまず利用者が直面する問題を計算機

上で待ち行列網としてモデル化する手助けをし，

問題の難易度，使いうる計算時間，解の希望する

精度を勘案し，上記 3 つのアプローチのいずれか

の最良と判断する方法を用い，数値結果を出力す

る.このとき利用者は，得られた数値結果をもと

に，必要ならばシステムの変更，あるいはシステ

ムが十分にモデル化されていないと判断されると

きは，モデル化の修正を行なう必要がある.この

ように QNAP 2 は，性能評価手法，特に待ち行
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列網理論を習熟した利用者のみならず，あまり多

くを知らない利用者にとってもその手段となり得

ることを目的としている.しかし出力結果は待ち

行列網における評価量であり，それが個々の実際

のシステムでもつ意味の解釈は，利用者にゆだね

られている.ユーザー・インターフェイスとして

高級オブジェクト指向言語を装備しており，いわ

ゆるユーザー・フレンドリーな利用環境を形成し

ており，会話型あるいはパッチ両モードで利用可

能である.また，より広範な利用者の供に付する

ため，パッケージ本体は FORTRAN 77により記

述されており， 32 ピットミニコンピュータ以上で

あれば利用可能である.現在のところ，計算機シ

ステムに依存しない点では，商業ベースにのって

いる唯一のツールだと思われる.

3. QNAP 2 宅デル

QNAP 2 により構築される待ち行列モデルは

次のものから構成されている.

(1) STATIONS 

待合室とサーパ(複数をも許す)とからなって

おり，具体的には，プロセッサ， 1/0 装置，交換

局等を表わす.

(2) CUSTOMERS 

客 (CUSTOMERS) は，予め与えられた確率

にしたがいネットワーク内の経路選択を行ない，

経路上の各 STATION で利用者が定義した確率

分布にしたがう処理要求 (WORK DEMAND) 

を発する.容としては，たとえばジョブ， トラン

ザクション，パケット，メッセージ，部品等があ

げられる.

さらにシステムをモデル化するうえで，利用者

が使いうる他の主な機能は，次のものである.

(3) 処理規範 (SERVICE DISCIPLINES) 

サービス順序を決定する処理規範としては，先

着順(FCFS)，後着順 (LCFS) ，割り込み(PRE

EMPT1VE) あるいは非割り込み(NONPREE

MPT1VE) 優先権っき (PRIOR1TY)，プロセ

1985 年 7 月号

ッサ・シェア等を使用可能である.

(4) 処理時間分布

各 STATION において客を処理するに要する

時間の分布として，一定分布，指数分布，アーラン

分布，超指数分布， COX1AN分布等があげられる.

(5) 状態依存型処理率

サーパの処理率を各ステーションに滞在する客

数に依存させることも可能である.

(6) ブロ'"キング条件

STATION での許容できる最大待ち行列長，

あるいはシステムのある部分に滞在する最大客数

を一定値に制限しうる.この場合ブロッキングが

生起するが，これは解析をむずかしくする.

(7) 状態依存型経路選択確率

サーピス完了後移動する際にしたがう経路選択

確率をシステムの状態に応じて変化させうる.こ

れにより動的な経路選択をモデル化で、きる.

(8) 同期処理

並列計算，分散処理等において出現する複数の

客(プロセス， トランザグション)の同期も可能

である.

(9) 客のクラス

経路選択，要求する処理の差等にもとづいて客

を複数のクラスに分けることも可能である.

4. 解法

QNAP 2 は，待ち行列網としてモデル化され

た問題に対して次の 4 つのアプローチのいずれか

により数値結果を出力する.

(a) BCMP 解析

一般に待ち行列網を解くのはむずかしい.ある

いは悪くすると厳密には解けないが，ある種の条

件を満たす場合には解を求められる. QNAP 2 

では次の 3 つの解法が準備されている.

i) CONVOL (Convolution Algorithm) 

基本的に BCMP定理 [IJ を組み込んでおり.

開放型あるいは閉鎖型待ち行列網でいわゆる積形

式の解をもつものを対象とし，厳密な解が得られ

(13) 437 
© 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.



る.このような条件を満たす STATION として

は，次のものが考えられる.

一先着順処理規範なら，処理時聞は指数分布にし

たがう.処理率は客数に依存しでもよい.

一後着}I頃，プロセッサ・シェア，無限サーパの場

合は，処理時聞は COXIAN分布にしたがって

もよく，また，グラスごとに異なっていてもよ

い.ただしこの際確率の正規化定数を計算する

のに Convolution Algorithm [4, 7]を用い

ている.

ii) MV  A (Mean Value Analysis) [8J 

CONVOLにおいて必要な，時間のかかる正規

化定数の計算を避けることにより， CONVOLの

適用可能範囲で，無限サーパあるいはシステムの

状態に依存しない単ーサーパのみからなる待ち行

列網に対して計算時間の点および丸めの誤差等に

よる数値計算上の不安定さを避けうる点で有効と

なる.しかしこの他の処理規範を含む待ち行列網

では計算手聞がし、ちじるしく増大し，他の解法を

選ぶ必要がある.

iii) MVANCA(Mean Value Analysis and 

Normalized Convolution Algorithms) 

Mean Value Analysis と Normalized Conｭ

volution Algorithm [9J を混合した方法であ

り， CONVOLが扱いうる待ち行列網のうちで単

一クラスの客および状態依存型の処理率を有する

閉鎖型待ち行列網に対し有効である.

(b) マルコヲ解析

BCMP 解析により扱えない，状態数が有限な

閉鎖型待ち行列網は， QNAP 2 がシステムを l

次のマルコフ・モデルで記述し，マルコフ解析に

より数値解を出力する.たとえば次の場合がある.

ー先着順処理で処理時聞が指数分布にしたがわな

い場合

一優先権を認める場合

一処理率あるいは経路選択確率がシステムの状態

に依存する場合

一複数の客の同期をともなう場合
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ただし，この解法はシステムの状態聞の遷移速

度を表わす行列を収容するために確保で、きる記憶

領域と定常状態確率を計算するのに使いうる計算

機時間により，非常に制約を受ける.したがって

実際的には，規模の小さな待ち行列網しかこの方

法では扱えない.現在のところ状態数が数千程度

までなら適用できる.

(c) 近似解法

BCMP 解析およびマルコフ解析では， とり扱

えない問題のある種のものに対しては次の近似解

法が用意されている.

-ITERATIV (Iterative Algorithm) :等価フ

ロ一反復法[3J により，先着順処理で処理時聞

が非指数分布にしたがい，単一クラスの客のみ

を含む閉鎖型待ち行列網に対し使いうる.

-HEURSNC (Heuristic Algorithm) :多数の

客を含む閉鎖型待ち行列網に関して開発された

直観的方法 [5J である.

-PRIORPR (Algorithm for Preemptive 

Priority Scheduling): 割り込み優先権があ

り，複数のクラスの客を含む場合 [12J に適用

できる.

DIFFU(Diffusion Algorithm) :先着順，非

指数サーパと複数クラスの客を含む開放型待ち

行列網には，拡散近似が使われる. [2J 

(d) シミュレーション

有効な解法のない待ち行列網は，シミュレーシ

ョンによりとり扱われる. GPSS, SIMULA , 

SIMSCRIPT 等のプログラミング言語に匹敵す

る機能をもっ離散シミュレータによるシミュレー

ション結果が出力される.システムの過渡現象の

評価もこれによりとり扱われる.また信頼区間の

点でも種々の工夫が凝らされている.

これらの解法の関係は，図 2 のようになる.利

用者は，待ち行列網として記述された問題の複雑

性，解の望ましい質と精度さらに使用可能な計算

時聞をもとに， QNAP 2 が提供するこれらの解

法からいずれかを指定すればよい.
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厳密 近似

短 I BCMP 解析 | 近似解法

長 | マルコフ解析 | シミュレーション

図 2 QNAP2 解法

5. 出力

QNAP 2 により求まる性能評価量の主なもの

は次である.

一利用率

一平均待ち時間

一平均待ち行列長

ースループット

上記の他に，用いる解法によれば利用者が新た

に定義する評価量をも求められる.

6. QNAP適用例 [IIJ

QNAP という名前自体が示すように対象とす

るシステムは，待ち行列網として記述しうるかぎ

り，どのようなものでもよく，たとえばメモリー.

パス共有にともなう種々の競合， CPUjIO ノ〈ラ

ンス，ネットワーク通信プロトコル，生産ライン

等を記述するモデルがある.たとえば図 3 のよう

なセントラル・プロセッサ (CPU) と 2 台のデ

ィスク装置からなる，いわゆるセントラル・サー

パ・モデルの性能を評価することを考える. 3 つ

のクラス (X ， Y ， Z) のジョブがあり，各クラス

のジョブは， CPUからクラス XのジョブはDl

へ， クラスYはD2 へ， クラス Z は各々確率1/2

でDl およびD2 へ移動する.各クラスのジョブ

の CPU ， D l, D2 での平均処理時聞は図 4 で

与えられるとする.さらにクラス X ， Y ， Z のジョ

ブが待ち行列内に各々 2 ， 4, 1 個あり，各処理時

間が指数分布にしたがい， CPUでは割り込み後

着順処理を行なうものとする.この待ち行列モデ

CPU Dl D2 

X 10ms 30ms / 
Y 15ms / 35ms 

Z 20ms 30ms 35ms 

図 4 平均処理時間

1985 年 7 月号

図 3 セントラル・+ーパ・モデル

ルは，積形式の解をもち， BCMP 解析により数

値解を求めることができる.そのプログラム例が

図 5 である.これにより求まる数値結果の標準的

な出力が図 6 である.一方，図 7 は同じモデルの

マルコフ解析による出力結果を，図 8 はシミュレ

ーヨンによる出力結果を各々示している.これら

の数値結果は[ llJ から引用させていただいた.

7. おわりに

以上 QNAP 2 の概略を紹介したが，これまで

はコンビュータ・システム，通信システムをはじ

めとする複雑なシステムのモデル化と性能評価に

関しては，ある程度待ち行列網理論の基礎知識な

くしては，厳密な解析はもちろん近似解析，シミ

ュレーションによっても多大な困難をともなうか

あるいは不可能であった.しかしこのような性能

評価ツールが種々開発されることにより，この種

のシステムのとり扱いが実際面において少しは容

易になると思われる.したがってシステムの机上

設計段階での構成の決定から運営時の効率的方策

の決定まで幅広い利用が考えられる.またこのこ

とが契機となり，待ち行列網理論体系の整理・見

直しが促され，あわせて今後の研究課題への指針

が得られるものと期待される.

最後に筆者の l 人に QNAP 2 を実際に使用す

る機会と，数多くの資料を与えてくだいました

INRIA の D. Potier博士に感謝いたします.
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CLASS X, Y,Z; 
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& STATIONS 
<< JOB CLASSES 
&: NUMBER 日F 羽田
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/STATION/ NAME=DK2; 
SERVICE=EXP(35); TRANSIT=CPU; 

&: ANALYSIS •• ............................. . 
/PARAM/ CLASS=CPU; &: CLASS STATISiICS ARE RECUESTED FOR CPU 
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* * * * aφ * * 
* CPU 勢 13.32 持 .7389 発 2.018 棒 36.38 勢 .5548E-Ol骨
勢 (X )骨10.000 勢 .2499 勢 .6468 骨 25.88 婚. 2499E-0l券

発 (Y )骨 15.00 券 .3625 持 1.039 発 42.97 勢 .2417E-01骨
持 (Z )勢 20.00 勢 .1265 発 .3330 保 52.66 勢 .6323E-02暢

* * * * * ーー * 
神 OK1 * 30.00 * .8445 勢1. 57ヲ 勢 56.07 勢 .2815E-Ol*

* * * ... ... ... ー。
発 OK2 長 35.00 持 .9566 勢 3.403 ‘ 124.5 ‘ .2ï33E-Ol祷
* * * .. ... " ーや
********************静養骨骨**勢神骨骨骨骨骨骨骨****骨骨****-lf-*-i・...*...骨骨骨骨骨骨骨***骨骨骨骨

SPACE USED 4/100 
券売券発 END OF ANALYTIC RESOLUTION 発キ待券

図 6 QNAP出力例 (BCMP解析)
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eueing NetworksヘPer
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/EXEC/ HARKOVj 
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