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1. はじめに

フローショップは，スケジューリング理論における重

要なモデルの 1 つで，これまでにいろいろな研究がなさ

れている.また，処理時間が緩率変数で与えられる確率

フローショップについても，最近いくつかの結果が報告

されている[1， 2， 6J. しかし，パップアについては，全

くなし、か逆に無限容量を持つ，と L 、う仮定の下で解析さ

れていることが多く，パップァの容量と最適スケジュー

ルの関係については，よくわかっていない.本論文では，

周一機械からなる確率ブローショップを考え，ある種の

処理時間分布の下では，パップァがない場合の最適スケ

ジューんが，任意容量のパップァに対しでも最適になる

ことを示す.

一方，フローショップと直列型待ち行列の聞には，一

種の双対関係があることが知られている [6J. 本論文で

は，次に，この関係を使って直列型待ち行列でのサーバ

ーの順序が，客の退去過程に与える影響について考察を

行なった.その結果として，指数サーパ}の直列型待ち

行列ではサーパーの順序が退去過程に影響しない，こと

に対する新しい証明を与えている.

2. フローショップ毛デル

m台の同種の機械 Mj (j=1 , "'， m) と n{図のジョブ

Ji (i=l ， ー・ ， 11) からなるブローショップを考える.各機械

の聞には任意'各量のパッソァが存在する . Ji のMj での

処理時間は各々独立な確率変数 XiJ で与えられる.各機

械が同種であるとし、う仮定から XiJ の分布は i にのみ依

存して j には依存しない.すなわちX〆(j=1 ，… ， m) は，

l つの分布関数Fi からの独立なm個のサンフツL となる

ジョブの処理時間の生成確率変数を Xi と書くことにす

る.取り得るスケジュールは， リストスケジュール L=

64 

(i 1> i 2 ， ・" in )に限定して考える.ただしLは， Ji 1> J品・1

Jin とし、う JI頃序で処理を行なうスケジュールを表わして

いる.スケジュールLの下で‘の最大完了時間(makespan)

をM(L)で表わし，以下では， M(L) を最小にするスケ

ジュールについて考察する. 2 つの非負確率変数 X， Y 

に対して，次のことを定義する.

定義 1 X， Yが non-overlapping~P[X云 YJ=l or O. 

定義 2 X-<叫 Y<=}P [X>tJS;p [Y>tJ for all t;::O:O. 

また n 偲の non-overlapping なジョブに対して，

定義 3 スケジュール L= (ij， i2> … ， in ) が SPT-LPT

~Xil~三・・三三 Xilc かっ X伐と…ミX叫となる k が存在す

る.

3. 最適スケジュール

Foley and Suresh [1 ， 2Jは，パップァが全くない場

合に，以下で述べる処理時間分布の下での最適スケジュ

ールを求めている.本論文では，機械の聞に任意容量の

パップァが存在する場合でも，同様のスケジュールがや

はり最適になることを示す.

まず 11 個のジョブがすべて non-overlapping であ

る場合には，次の基本的な結果が成立する.

定理 1 任意の SPT-LPT スケジューノ~Lに対して

makespan はI白j じ分布になり，しかもパップァ容量に依

存しない.さらに， L'を任意のスケジュールとすると，

M(L) -<st M(L'). 

次に， non-overlapping なショプ Jt.… ， Jn に任意

の処理時間分布を持ったジョブ Yが加わった場合(ジョ

プは n+1 個ある)を考える.以下では， SP7'(k) (LP 

T(k))は ， k i固の non-overlapping なジョブを処理時間

の短(長)\.、順に並べたスケジューノLを表わす.

定理 2 L=SPT(n)-YorY-LPT(n) , L';を任意の

スケジュールとすると ， M(L) く3t M(L'). また， M(L)
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の分布はパッファ容量に依存しない.

次に，上記の n+ 1 個のジョブに，さらに任意の処理

時間分布を持ったジョブZが加わった場合を考える.こ

の場合は問題が非常に難しくなり，次のような結果を得

る tことどまってし、る.

定翠 3 makespan の平均を最小にするスケジュールは，

SPT(k) ー Y-SPT(l) ーLPT(m)-Z(k+t+m=n) と

L 、う形のスケジュールかその逆順の中に存在する.

最後に， J"o" ， Jn が任意の処理時間分布を持ち，ジョ

プ Y， Zの処理時間が non-overlapping の順序で J" ・

んより短い場合を考える.

定理 4 スケジュール L= (i" … , Y，"'， Z) … ， 'n刊)から

ジョブ Y， Z を両端へ動かして得られるスケジューんを

L'=(Y, i J,… , in+2' Z) とする.このとき ， M(L')-<.t 

M(L) が成り立つ.

4. 直列型待ち行列におけるサーバーの

順序

2段の単ーサーパー直列型待ち行列を考える n 番目

の客は，時点tnに到着し，サーパー 1 ， 2 で‘それぞれAn ，

Bn だけサーピスを受けて退去する.到着過程 T= (tn) 

は任意に固定して考え，そのときの退去過程を (Dn) とす

る.一方 2 つのサーパーの順序を交換したときの退去

過程を(Dn) とする.このとき， A恥 Bn がともに定数で

あるか，指数分布にしたがう場合には (Dn) と (Dn) が確

率的に等価になることが知られている ([5J他).本論文

では，この結果を多少の拡張も含めて新しい方法で証明

する.

今， n 番目の客のサーパー 1.2 からの退去時点を L山

D旬とすると

Lη=maxitz+24}， 
l .s. i!五 n k+t 

Dη=max{ts+max{t AK十 ÈBkH 
1 三五 t孟 n bj毛n k=i k:j 

が成り立つ.また，サーパーの順序を交換したシステム

に対しても ， An と Bη を交換することによって Ln と D"

の直接表現が得られる.これらの式を比較して次の結果

が得られる.

定理 5 すべての n注 2 について

P[Ln_.<sn_.-xID,=s.. …,Dn-,=sn_.J 
一一一一一 P[Bn>xIAn干Bn=u]一

_P[ι.<s叩二xlD，三三h 二， Dn.二三三担]
----P[Aπ >xIAn+Bn=uJ 
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が任意の o ~s，< …三二 sn-h uz 0, 0 ~三 x~sn_' に対して

成り立てば(Dn) と (Dn) は確率的に等価である.A削 Bn

がともに定数の場合に，この式が成立することは容易に

わかる.また.An.Bn がそれぞれパラメータん=Â+Cn ，

内=μ+Cn (Â ， μ は定数， Cη注 0) の指数分布にしたがう

場合にも成立することが帰納的に示せる.到着過程は任

意であるから，確定または指数サービスの直列型待ち行

列では，何段であってもサーパーの順序は退去過程に影

響しないことがわかる.最後に， Cη=0 のときのサービ

ス率の最適配分について次の結果を得た.

定型 B 平均サービス時間の和が周定されている場合

( 1/え +1/μ=const.)は，え=μ のとき各客の退去時点が

convex ordering の順序で最も早くなる.
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