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待ち行列のはなし

高橋敬隆，町原文明
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皆さん方は切符売場に行って並んだ経験がおありだと

思います.満車の駐車場入口付近では車が長い列をなし

ているのを見かけた方もあるでしょう .Y市にある中華
じぶんどき

街では，時分時になると人気のある小規模の店の前に長

い行列ができます.この種の“行列"をORでは線形代

数の行列 (Matrix) と区別して，待ち行列 (Queue) と呼

んでいます.そして，待ち行列に関する問題，たとえば

「平均待ち人数は何人 ?J とか「待ち時間が 3 分以上にな

る確率は? J を解決する理論を待ち行列論 (Qneueing

Theory) とし北、ます

さて， ORでは待ち行列といっても待ちを許さない場

合があります[ 1]. たとえば，筆者ら行きつけの西武新宿

線H駅近くの居酒屋 IMJ は料理がうまくて安いのでい

つも混雑していますが，この IMJ に入れない客は居酒

屋rH J に行き，そこが入れない時に客は居酒屋 IKJ

に行きます. (これを固定迂回ルーチングと L 化、ます.)

駐車場で満車の時に到着した車がすべて直ちに立ち去る

場合も待ちが生じない場合に属するでしょう .OR で、は，

“待ちの生じない待ち行列"にも待ち行列論がほとんど

そのまま適用されるので，待ちを許さない場合も待ち行

列モデルの l つとして取り扱うことにします.

ここで大雑把に待ち行列モデルを特徴づけて，ケンド

ール (Kendall) の記号を導入しておきましょう.

お客があるサーピスを提供している場所(系と L 、 L 、ま

す)に到着するとき， I A/B/c/dJ でその系を特徴づけ

ます.ここで， Aは客の到着間隔分布(あるいは到着過

隔が一定 (Dは Determínístic の頭文字)，指数分布サ

ービス時間リfはマルコフの頭文字)， 2 サーパからな

り，系内許容数が無限大の待ち行列モデルを表わしま

す. M/G/c/c とは，客の到着間隔が指数分布，サービス

時聞が一般分布 (G は General の頭文字)にそれぞれし

たがい，サーパ数が c で待ち室がない即時系を表わしま

す.

待ち行列の話は電話のネットワークの回線設計で起こ

りました.今から約80年前(1909年)，デンマークのコベン

ハーゲン電話会社に勤めていた A.K. アーラン (Erlang)

とし、う人が電話局と電話局の聞に何本の回線を設置すれ

ばよいかを算出する計算式を導出しました.現在では，

この式は M/G/c/c 即時系に対する呼損率 (c 個のサー

バすべてが稼働中である確率)を表わすものとしてアー

ラン B式と呼ばれています.待ち行列の研究は待ちを許

さない系の研究から始まったのです.一方，待ちを許す

M/M/c 系に対する待ち率(到着客が直ぐにサービスさ

れずに待ち行列に並ぶ確率)はアーラン c 式と呼ばれて

L 、ます.

このアーランの式は，現在でも，通信システムやネッ

トワークの設計の基本になっているものですが，ここで

は卑近な例を紹介しましょう.以下の例で，ランダムな

到着とし、う言葉が出てきますが，これは客の到着間隔分

布が指数分布(累積到着客数分布がポアソン分布[2J [3J)

にしたがうことを意味し，ポアソン到着とも呼ばれてい

ます.

待ち室 (L 人 "tζ 、
r一一一一~一一一"" I • I 1 

程)， B は客のサーピス時間分布 c

はサーパ数， d は系内許容客数であり，

dが無限大のとき 1/d J は省略します.

たとえば D川//2 とは，客の到着問
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例 T屋駐車場

JR東日本線0駅付近のT屋というディスカウントシ

ョップは広い客層を集めています.特にT屋駐車場入口

には長蛇の車の列ができます.車の到着がポアソン到着，

駐車場に入るのを諦める(途中放棄する)車はないものと

します.この駐車場における収容台数を c ， 車 1 台分の

収容スベースをサーパ，車の駐車時間を+ーピス時間と

見なすと，駐車場における待ち行列は M/G/c 系で表わ

せます.さらに駐車時間分布が指数分布にしたがい，加

わる呼量 a(offered traffic =単位時間当りの平均到着

車数×平均駐車時間)が測定により a=40.5(台)であっ

たとします.収容台数 c=45(台)の時，到着車が待たなけ

ればならない確率は，負荷表 [4J により p(O) =0. 386. 平

均待ち時間は， Ew =0.086(時間 )=5.16(分)であること

がわかります.収容台数を増加，減少させた時の待ち率

や平均待ち時間も同様にしてわかります.

例 2 パー rvJ[4] 

JR東日本線K駅近くのパー rv J はO氏のお気に入

りですが 2 回に l 回は混雑していて入れません(待ち許

容数が 0 の場合に当ります. )ある夜， 0氏は美人のマダ

ムにこう交渉しました. r2 回に l 回はひどいよ. せい

ぜい 10回に l 回にしてくれない ?J マダムは店を拡張す

べきかどうかM氏に尋ねました. r現在 10の座席をど

れだけ増やしたらL 、 L 、のかしら ?J

まずM氏は，加わる呼量 (offered traffic) a を求め

ます.ただし ， a=(単位時間当り到着客数)x(パーにい

る平均滞在時間)M氏の観測によれば店内が一杯である

確率はO氏の言葉どおり約50%でした.客がランダムに

やってきて人ずつ勝手に帰ってゆくとしましょう.

すると，パーにおける座席の占有状況は， M/G/c/c 系

で記述されます• c はこの場合，座席数で c= lO， アー

ラン B式により a=18.3です.M氏がマダムに説明しま

す. r このことは，客が平均30分パーにいるとすると，

店に来る客数は 1 時間当り 36.6人ですね.0氏の言うよ

うに， 10回に 1 回お客が入れないとき(呼損率が 10分の

1 以下にする最小の c) は，再び負荷表(アーラン B式)

により c=21ですよ.J 

マダムはほっとして言いました. r大体 2 倍の大き

さにすれば良いのね.右隣のタパコ屋を買収すれば十分

だわ」

今までの例に見てきましたように，電話回線算出に始

まったアーランの式はいろいろと便利で広い応用をもっ

ています.しかし，一方，アーランの式だけでは大変な

1989 年 7 月号

サ-Ljbづ;弱
。す出可沿っ員i国

圏 2 集団到着即時式における呼損方式

誤算をしてしまうこともあります.

例 3 ファクシミリ通信方式における主メモリ

ファクシミリ通信方式では，間報呼(複数宛先をもっ

通信要求)の受付時に，主メモリのメモリユニット(サ

ーパ)を同報呼の宛先数だけ一斉に捕捉します.捕捉に

失敗すると，同報呼が全部呼損となる場合(全呼損)と

一部呼損になる場合(部分呼損)があります. 1 人の客

が 1 人のサーバによって扱われるとすれば，一斉に捕捉

する現象は集団到着モデルで記述されます.同報呼(集

団)のサーパ要求数分布(パッチサイズ分布)は運用デー

タにより与えられていて [5J ， 1 つの集団は平均し 68( 人)

の客からなっているものとします.さらに間報呼の主メ

モリ保留時間当りの平均到着数が 8 (集団)であったとし

ます.このとき，まず集団の影響を考えずに，到着がラ

ンダムな M/M/c/cを用いて設計してみましょう岡ただ

し，呼損率 B;五 10-' とします.加わる呼量は，平均サー

ビス(主メモリ保留)時間当りの到着客数で与えられ，

a=8 x 1. 68= 13. 44. アーラン B式によると B孟 10- 4 を

満たす最小の c=29. すなわち， 29個のメモリユニット

を用意しておけば同報呼の呼損率は 10-‘以下となりま

す.

さて，実際は，同報呼の受付用メモリの呼損方式は全

呼損で，集団的に+ーパを捕捉しています.間報呼(集

団)の到着間隔，メモリ保留時間が指数分布にしたがう

MX/M/c/c 系を用いて計算すると c=37 のとき ， B= 

1. 33x 10・" c=38のとき ， B=8. 49 x 10-5ですから，所

要のメモリユニット数は c=38(個)となります.

この例は実際にあった話で，当初アーランの式を用い

て主メモリ容量を設計したシステムが試験の結果うまく

立ち上がらず，あわてて集団到着モデルを使って再設計

した苦い経験がもとになっています.

以上の集団到着の例のようにランダム到着に比べ多く

の設備を要求する呼はピーク呼，あるいはパースト呼と

呼ばれ，通信の分野できわめて重要なものとなっていま

す.たとえば本稿のはじめでお話しした固定迂回ルーチ

(79) 373 
© 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.



7 月号特集/好評発売中

これかカオスだノ
コンビュータがひらく新しい世界 1

カオスとはMか 山口昌哉

非線形システムとコンヒュータ よ国断酒

アルゴリズムとカオス'? 小林孝次郎
周辺の情報処.fIR とカオス 津周一郎

カオスとフラクタル 徳永隆治
ストレンシfアトラクター・コレクション 川上 博

カオスを聴く 松本隆，小室元政， L.O.Chua 
数値計算とカオス 畑政義

カオスニューラルネット 合原ー幸
流れのカオス性と天気子報 住明正

次号 9 月号予告

これかフラクタルだノ
コンビュータがひらく新しい世界2

7 月号特集/好評発売中/定価960円

並列知識情報処理

.1v.9iJ1世論と7;11識情報処Fll 内田俊一・満和男他

、昨夕1I 論JJ\t ~~~! I ~; I~I~ KL 1 市吉伸行
、放射HiU命7シンの組み立て 後藤Jf.Ji昼

、注タiJ1fi;論7 シンの OSPIMOS 近山隆

IJ本誌の骨子析を、並列処理する松本裕治・杉村領一

探索開児gの、lÉタIJ 化，ir1jめ，m::1組沖廃明・灘和男

これからの dii レベル元日fiは? 相場亮

プログラムを最適化するには藤田博・古川康一
これからの知識プログラミング
と並列記号処理

-最新刊

雨宮真人

好評発売中

REDUCE入門
パソコンによる数式処理活用法

広Itl良吾・伊藤稚明共著 A5 ・定価2300f1J

'価格表示は税込み価格となっています.

サイエンス社
東京都千代田区神田須田町2-4 安部徳ピル
宮03(256) 1091 振替東京 7 -2387 

374 (80) 

ングは電話網の基本ルーチングになっています.即時系

MjMjcjc の溢れ呼はもはやランダム到着とならず，発

生する時はまとまったかたまりで発生し，集団到着に近

いものとなります[幻.したがって，迂回先の回線を設計

する場合ランダム性を仮定すると大きな間違いを犯して

しまいます.先の居酒屋の話に戻しますと，第 2 ，第 3

選択される居酒屋 IH ， KJ では，客がくる時はどっと

きて，こない時には閑古鳥が鳴し、ていると L 、う始末の悪

い結果になります.客からしてみれば，混んでいる時が

多い割には，がらがらの時が多すぎるとし、う悪印象をも

つでしょう.ともかく居酒屋を経営するときは，料理で

つるなり，安さでつるなりしてお客に第 i 選択させるこ

とが経営の基本となるでしょう.

紙面の都合上，あまり通信・計算機シ九テムへの応用や

ラッ、ンュアワーの問題等についてご紹介できませんでし

たが，待ち行列について関心をもたれた方は成著書[6 ， 7J と

その中にある参考文献をご覧ください.
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