
シミュ ν ーション・モデノレ化の

「理論」を目指して
一一代替毛デル/プログラムの認識一一

森戸 晋

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1I1I111I11111I1I11I11i1111i:1I1I1I11I1I111I1I11I1I1I1I1I1I11I1I11I111I11I11I1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1. はじめに

離散事象型(以下，離散型)シミュレーションの研究

の庄倒的多くは，出力結果の解析や分散減少法，感度分

析等，統計的側面に関するものであった.この状況は今

後も大きく変化することはないであろう. しかしなが

ら，筆者の生産システムを中心とする限られた経験と情

報では，実険の応用の場においては，モデノL 化や確率的

要素を伴わない確定的分析，システムがなんらかの意味

でトラプったときの打開策の検討等が，統計的側面以上

に問題となっているように見受けられる.これらの問題

の多くは，一言で言うならば， rモデル化j に関する問

題といって差し支えないと考えられる.このような問題

の検討は，始まったばかりである.この分野で，実りあ

る研究成果が出せるかどうかは定かではないが， r指針」

のようなものでもよ L 、からほしい，というのが応用の場

に携わる人々の願いではないだろうか.

ここでは，ボトムアップ・アプローチで，シミュレー

ション・モデノl 化について考えてみたい.ボトムアップ

とは，具体的問題に即して，実際にプログラムを作成す

る過程におけるモデル化/プログラム化の問題を考える

と L 、う意味である.なお，本稿では議論しないが， トッ

プ・ダウン・アプローチでモデル化についての議論を進

めている Ziegler ， Oren等の研究[6 ]もあることにふれ

ておきたい.ただし以下に述べるような議論と， Ziegler 

等の抽象的議論とがどのような形で合流するのか，ある

いは，合流できるのかは，今のところ明らかでない.

最近では， GPSS , SLAM, SIMAN 等のシミュレー

ション言語の普及・性能向上によって，シミュレーショ

ン言語を活用する割合が非常に高くなっている.本稿で

は， シミュレーション言語の利用を想定し，モデノレ化や
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シミュレーション言語を用いたプログラミングが経るス

テップを考えることによって，各ステップの役割を明確

にし，各ステップにおいて代替性を認識することの重要

性を明らかにする.なお，最後に，モデルという枠の中

に入ると考えられる他の研究のキ}ワードをいくつか紹

介する.

2. 3段階の宅デル化， rオベレーショナ

ル・毛デリング」の位置づけ，代替性

筆者は，モデル化のプロセスを 3 段階に分けて考える

ことにしている， 3 段階とは， 1) 概念モデル化(concep

tual modeling). 2) オベレーショナル・モデリング(ope

rational modeling) , 3) プログラミング (programm

ing) である.

概念モデル化は，概念モデルを定めるプロセスで，そ

の最終産物は， 1) モデルの境界 (boundary) ， 2) どの程

度，細部にわたってシステムを見るかとし、う詳細度(le

vels of detai!), 3) システムの動きに関する基本ルー

ル (system logic) , 等の明確な定義であり，モデルの

仕様，前提条件，仮定等と同義語と考えてよい.最終的

な慨念モデルは，数式を使わなくとも，人によって解釈

が異なることがないよう，正確に定義されたものでなく

ては困る.

プログラム化は，基本的には，概念モテ、ルを離散型、ン

ミュレーション言語で実現するプログラムを作成するプ

ロセスである.なお，離散型シミュレーションの世界ーで

は，このプロセスをモデル化と呼ぶ人も少なくない.

これらの間に位置するオベレーショナル・モデリング

は，概念モデルを等価変換して，離散型シミュレーショ

ンの枠組みの中で，ダイナミックなシミュレーションが

実行できるようにするプロセスをさす.特に，システム

が複雑な場合，概念モデルは，それが正確であればある

ほど無味乾燥であることが多い.つまり，言葉で書かれ

たモデルの仕様，すなわち，概念モデルは，それだけを
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見ても，いかなる形で離散型シミュレーションの枠組

みに落とせるかが明らかでないことが少なくない.シ

ミュレージョンを行なうためには，ダイナミックにシ

ステムを動かす必要があるが，これが，仕様の緩列から

容易に想像できないのである.そのような場合に，概

念モデルとプログラミングとの聞の橋渡しをするもの

を筆者は「オベレージョナル・モデルJ と呼んでいる.

無味乾燥な仕様を，離散型シミュレーションの枠組み

の中で運用可能 (operational) な形にするとしろ意味

で，オベレーショナルモデルと名づけたのである.

後に示す例からもわかるように， 簡単なシステムで

も，中間段階のモデル化が役立つ場合もあるので，与え

られた概念モデルを等価変換して，プログラムに落とす

までの中間的プロセスをオベレーショナル・モデリング

と考えておく.

本稿の中心的テ}マは代替性J であるが， 以上の

ように，モテ'ル化を 3 つの段階にわけると，概念モデル化

における代替性とは，現実のシステムをどのようにとら

え，どのような技法で分析するかに焦点が当てられるこ

とになり，多くの場合，完全に等価と L 、うわけではない複

数の候補の中からどれを選ぶかが問題となる.多くの人

は，これこそがモデル化て、あると主張するであろう.こ

れに対して，概念モデルの定義が確定したあとで，オベ

レーショナル・モデルや，プログラムの代替性も考えら

れる.こちらの代替性は，等価性と言い替えてもよい.

本稿で取り扱うモデル化は，とりあえず，後者の意味で

の代替性=等価性である.

概念モデルで定められた仕様からは，最終的なプログ

ラムが直ちに浮かび上がらず，中間段階のモデノL化を必

要とする例としては，中野他[ 1 ]を参照されたい.この

例jでは 2 つの一見全く性格の異なるオベレーショナル

・モデルが，所与の概念モデルを実現する例が紹介され

ている.オベレーショナル・モデルは，プログラム側か

ら見れば，プログラムの基本設計とも考えられるので，

オベレーショナル・モデルの考え方が変わることによっ

て，作成されるプログラムとその性能が大きく変わりう

ることは，容易に想像できょう.

オペレーショナル・モデリングの醍醐味は，複雑なシ

ステムでこそ味わえるもののように思われるが，ここで

は，その「雰囲気j を味わっていただくために，簡単な

バッファを有する多段直列待ち行列システムを考える.
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図 1 有限パッファを有する直列待ち行列システム

(パッファ・サイズ=2 を想定)

3. 有限バッファを持つ直列待ち行列シ

ステム

考えるシステム(図 1 参照)は，基本的には通常の待

ち行列と同じであるが，バッファが有限なので，プロッ

キング現象が起こる.プロッキングには，以下の 2 種類

のタイプがある:

生産プロッキン ~(Production blocking) :機械 n で

の処理(加工)が終わった段階て‘機械 n の直後のベッフ

ァにれをパッフ y n と呼ぶ)が満杯のときには，処理

が終わった部品を機械 n から取り出すことができずに，

部品が機械n をプロックし，パップ yn-j に部品があ

っても，機械n の処理を開始できない.いずれ，機械 n

+1 の処理が終了し，パップ yn に空きができると機械

n のプロッキングが解消される.

通信ブロッキング (Communication blocking) :機

械 n での処理は，直後のパップァ n ì，こ空きがある場合に

限って許される.したがって，機械 n での処理が終わっ

た時点で，処理を終えた部品がゆくべきパップァの存在

が保証されている.

通信プロッキングには，

1) 機械を部品の待ち場所として使えない場合

2) 機械を部品の待ち場所として使える場合

という 2 つのサブ・クラスがある.ここでは， C 1 タイ

プの通信ブロッキングを考えることにしよう.つまり，

これから考える概念モデルは， C 1 タイプの通信ブロッ

キングを有する直列待ち行列システムである.部品の到

着や+ーピス時間については，適当な前提がおかれてい

るものとするが，プログラムの基本構造に影響を与えな

L 、(しかし，実験の遂行，結果の統計的分析においては，

これらの選択が重要な役割を果たすことは言うまでもな

し、)ので，ここでの議論からはずすことにする.

シミェレーション言語は，大なり小なり，分析対象と

なるシステムの一般形態を想定している.分析すべきシ

ステムがこれにピッタリ合致する場合は，簡単にモデル

化ができる.ちなみに， SLAM に備えられたプロッキ
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6 REsomes , BUE2({2)) , 3; 
7 RESOURCE , BUF3(2) , 5; 

10 REsomeE , M2((1)) , k 
11 RESOURCE , M3(1) , 6; 

22 畑2 肌勺3j ， BE2;
23 AWM2 AWAIT(4) , M2; 
24 FBl E京EE ， BUF1;

25 EREAEロ，M/2Z, EXP(1. , Z); 
26 FM2 , M2; 
27 
28Am3AWAIT((5)) ， B四3;
29 AWM3 AWAIT(6) , M3; 
30 FB2 E京EE ， BUF2;
3工 λロ'/3 ， EXP(1. ， 3) ; 
32 FM3 E衣EE ， M3;

図 2 プログラムA

ングは，生産プロッキングである.言語にとって都合の

よいシステムが分析対象となることが多いのは当然であ

るが，現実が言語の枠組みに合うかというと必ずしもそ

うではない.言語があるあらゆる状況に簡単に対応で‘き

るようにするには，無理があり複雑なシステムに対して

は，言語の提供する枠組みで簡単な表現ができずに，工

夫を強いられることも少なくない.

さて，直列待ち行列システムのモデル化の結論を急ぐ

ことにしよう.図 2-図 4 は，部品や機械の動きを完全

に同一にできる「等価な J SLAM プログラムである.

もちろん，等価な動きを実現するためには，乱数系列を

一致させる等の配慮が必要である.紙面の節約のため，

図 2 以外は i ステージ(第 2 ステージ)分だけ示してい

るが，他のステージも全く同ーの構造を考えればよいこ

とは理解していただけよう.

プログラム(図 2 )，プログラム B(図 3 )は，通信ブ

ロッキングの定義を忠実に実現した2つの等価なSLAM

プログラムである.プログラムAは，部品をプログラム

中の要素( entity) とし，機械とパッファをリソースとし

たプログラムである.各ステージともバッファ・サイズ

=2 を仮定しているので， BUF2 , BUF3 のリソー

スを各 2 個宣言している.一方，プログラム Bは部品と

パッファを要素とし，機械をリソースとしたプログラム

である.ここでは， SELECT ノードのASM (アセン

ブリー)オプションを用いて，部品が次に入るべきバッ

ファを確保してから機械処理を行なうことを表現してい

る.行23の QUEUE ノードの 2 番目のパラメータで指

定される初期要素数 2 がパップァ・サイズに対応する.

これらのプログラムはいずれも短いプログラムである

が，単純というわけでもない.これは，いずれのプログ

ラムもステージで「閉じていないJ ことによる.プ

1990 年 2 月号

5 

22 QP2 
23 QB2 
24 SEL2 
25 
26 GON2 
27 AW2 
28 
29 
30 FR2 

9 MC2 
10 

阻SOURCE ， M2(1) , 6: 

QUE田 (4)" ， , SEL2; 
QUEUE(5) , 2" , SEL2; 
SELECT, ASM" , QP2 , QB2; 

ACT; 
GOON; 
AWAIT(6) , M2; 

Aロ'" QB1; 
λ白/2 ， EXPON(1. ， 2);

FRE'f, M2; 

図 3 プログラム B

QUEUE(2) ,, 1 , BLOCK; 
Aロ'/2 ， EXP (1., 2) ; 

図 4 プログラム C

ログラム Bでは，行28からQB1 へのジャンプが第 1 ，

第 2 ステージをつなげる働きをしており，逆に，第 3 ス

テージからはQB2 (行23) へのジャンプが入り込む.

これは，機械 n の開始がバッファ n-l の空きを生み，

機械 n ー 1 のプロッキングを解除する，・・というように，

隣接するステージが独立でたL 、ことによる.

プログラムAにも，同様なステージ聞の連結構造が存

在するが，このプログラムにおけるリソースのrAWAIT

(占有)-FREE (解放) J のループは復雑に絡みあってお

り，作成に苦しむばかりでなく，理解するのも非常に難

しい.このシステムにおいては，同一シミュレーション

時刻に発生する事象，すなわち，同時発生事象 (simul

taneous events) が本質的であり，同時発生事象を正し

く処理するために，プログラム Aでは複雑なリソースの

ループを設けている.

なお，同時発生事象によるモデルの複雑化は， との例

に特殊であるわけではなく， FMSやかんばん方式のよ

うに何らかの離散的要素がシステム中を動き回る生産、ン

ステムではよく見受けられる現象である.ちなみに，図

3 のプログラム構造が， Pritsker [ 3 ] (p. 353) 他に示

されているかんばんモデルのプログラグ構造と全く同じ

であることに気づくとおもしろい.すなわち，図 3 にお

けるパップァをかんばんとみなすことによって，後者の

プログラムの基本構造ができ上がっている.こうしてみ

ると，プロッキングを伴う生産システムとかんばんシス

テムとは，後工程引き取り (pull)型か押し出し (push)型

かの違いは別として，同一構造を有している部分がある

ことが理解できる.

プログラムA ， Bは，プログラム・レベんにおける等

価な代替案ということになろう.それでは，オベレーシ

(19) 89 © 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.



概念モデル

オベレーショナル

・モデル

7"ログラム

図 5 ブロッキングを伴う直列待ち行列システムにおける 3 段階のモデル化

なお，生産プロッキングのシステ

ムを言語に備えられたプロッキング

機能を使わずに表現しようとする

と，プログラムAやBの形のものを

考えざるをえなくなることに注意し

たい.したがって，オベレーショナ

ル・モデリングて‘は，概念モデルを

実現する複数の代替的・等価的な考

え方を模索あるいは列挙し，それら

と言語の提供する機艇とのマッチン

ョナノレ・モデリングはどこに登場するのだろうか.答は，

図 4 のプログラム Cである. SLAM には，生産フe ロッ

キングのモデル化機能が QUEUE ノードの block オプ

ション(図 4 の行 9 参照)として与えられている.プロ

ッキング指定の直前のパラメータ l はパッファ・サイズ

の指定である.したがって，プログラム Cはバッファ・

サイズ l の生産プロッキングのプログラムということに

なる.プログラム CがプログラムAや B と等価というこ

とは，以下の性質にもとづく:

命題図 l のような有限バッファを持つ直列待ち行列

システムにおいて，パップァ・サイズ h の生産プロッキ

ングは，パップァ・サイズ h ー 1 の C 1 タイプの通信ブ

ロッキングと等価である. [2 ] 

したがって，もし，この等価性に気づけば，プログラ

ムとしては，パップァ・サイズを 1 つ減らした生産ブロ

ッキングのモデルをプログラム化すれば， C 1 タイプの

通信プロッキングのシステムの動きと全く同じ動きを作

り出すことができることになる. なお， プログラム C

は，あくまで，生産プロッキングを想定しているので，

結果の分析に当っては状態の「読み換え」等，若干の作

業が必要になる場合もある.

以上をまとめると，プログラム Cに至るモデル化のプ

ロセスて‘は，与えられた概念モデルをそのままの形でプ

ログラム化せずに，一度，別の等価なモデルに変換し，

これをプログラムに実現していることになり，図 5 に示

すように， ここでは， rパップァ・サイズが 1 少ない生

産プロッキングを有する直列待ち行列システム j がオベ

レーショナル・モデルということになる.プログラムA

やBに対するオベレーショナル・モデルは，この場合，

元の概念モデルと同ーと考えるのが自然、のようである

が，概念モデルが複雑になるにしたがって，それを特定

言語の枠組みに落とす考え方を複数思いつく可能性が高

くなる.
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グを考えながら，プログラムの基本枠組み，すなわち，

オベレーショナル・モデルを決定することになる.

4. プログラム・レベルの代替性

プログラム A ， B. Cを比べてみると，ステージ当た

りのコマンド数は，それぞれ， 5, 9, 2 である.また，

これらのプログラムを，原材料の無限供給を想定した 4

ステージ・モテールとして実行したときの実行時間比は，

概ね. A. B. C =2. 0 : 2.3 : 1 であった.プログラム

Cが他の 2 つのプログラムより 2 倍以上早いことがわか

る.

前節では l つの例を示したにすぎず，一般論としては

代替性を意識しながら，適当なオベレーショナル・モデ

ルを選択し，それにもとづき注意深くプログラミングを

行なうことによって，プログラムの， A) 作りやすさ，

B) わかりやすさ， C) 実行速度， D) 記憶容量，等の

側面で望ましい性質を持つプログラム開発への道が開け

ると考えられる.一般には，前節の伊jのように， C 1 型

の通信プロッキングと生産ブロッキングの等価性に気っ

きさえすれば，各尺度から見て望ましいプログラムがで

きるとは限らず，評価尺度聞のトレードオフを考慮しな

ければいけない場合が多いと考えられる.

プログラム・レベルにおける代替案を考えるに当つて

の鍵は，

「何を，プログラム中に動き回る『要素J(GPSStran

saction, SLAM の entity 等) ととらえるか」の決定

にあり，これを[モデルのオリエンテーション (orienta

tion) の決定J と呼ぶ.

システムの中に，数多くの「役者j が登場し，それら

が複雑に絡み合ってサービスを進めていくようなシステ

ムこそ，モデルによる分析が威力を発揮する舞台となる

が，このような場合，どの役者をプログラムの「要素J

として表現し，どの役者をリソースやその他の機能で表
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表 1 システムのオブジェクトとサーピスとの関係

ニメ竺と パ川|機械|持械 スタッ
ストッ

ロ戸ド

パーツ 工具 カータ ステー
....' ':1 7 7  

レーン
カー

ジョン

ローディング

機械パッファへの移動

スト・y カーへの移動

機 械 力日 工

ノミ レッ トヲ定換

現するかによって，プログラムの様相や性質が相当変わ

ってくる.

現段階では，適正オリエンテーション決定のための標

準的手I1債というようなものは見あたらないが，複雑なシ

ステムのモデル化に対しては，少なくとも，表 1 のよう

な行列を作り，これを参考にしながらオリエンテーショ

ンを定めるのよい.表 1 はFMS システムの伊jで，行列

の行は， システムに存在するアクテイピティを， 列に

は，システム内に存在するオブジェクト，すなわち，役

者を配し，アクティピティ i の実行にオブジェクト J が

関与するときには (i， j) 要素を 1 (あるいは，実行に必要

なオブジェクトの数)，さもなくば o とする.一般に，

1) シミュレーションの実行に当って，各アクティピ

ティに関与するオブジェグトの少なくとも 1 つがプログ

ラム中の要素として表現きれないと，シミュレーション

は実行できない

2) あるアクティティに対して 2 つ以上のオブジェ

クトを要素とすると，同時発生事象のリスクやプログラ

ム長大化の可能性が高まる

等の性質がある.こう考えると，オリエンテーション決

定問題は，数理計画の集合被覆問題(set covering proｭ

blem) に類似する問題であることがわかる.

5. 代替毛デル化について…エピローグ

本稿を読んで下さった読者は， rなんだ， SLAM のプ

ログラミングの話ではなL 、かJ と思われるかもしれない

が，著者はそう思わない.第 1 に，ネットワーク・モデ

ルやプロック・ダイアグラムというようなプロセス中心

のモデル化機能を持つシミュレーション言語の使用は大

前提としているものの，他の言語でも同様の議論ができ

るはずである.

第 2 に， プロセス中心のそテ'ル化で・は，限られた「持

ち駒"，コマンドでシステムを表現することを強いられ

るから，でき上がったプログラムには，自ずと，システ

ムの糧事造が浮かび上がってくる.しかも，オリエンテー

1990 年 2 月号

ションを変えるということは，同ーのシステムをいろい

ろの視点，角度から見ることにほかならない.したがっ

て，本稿で論じてきたことは，単に，より早< ，よりわ

かりやすいプログラムを開発するという「シミュレーシ

ヨン言語のソフトウェア・エンジニアリングJ 的側面だ

けに留まらずに，システムの構造を明らかにするという

側面を併せ持っと考えられる.

どのレベルにおいても，代替性を意識することは，モ

デル化，さらには，オベレーションズ・リザーチの本質

ではないだろうか.

6. 宅デル化に関連するその他の研究

離散型シミェレーションにする年一度 (12月)の集会

である Winter Simulation ConferenceのProceedings

が理論・応用・ソフトウェアに関する最新の情報源であ

る(問い合わせ先: The Society for Computer Siｭ

mulation , P. O. Box 17900, San Diego, California 

92117) ので，これを見ていただくとして，以下にいくつ

かのモデル化に関する研究のキーワードをいくつか示し

ておく:

1) 確定シミュレーション([4 ]等) : Pritsker によ

れば，実際の離散型シミュレーションの25-30%は，確

率要素を含まないシミュレーションであるという.また

実際は，確率的変動があっても，あえてそれを除いてシ

ミュレーションを行なうことによって，よりシステムの

本質が明確になることもある.通常の待ち行列のよう

に，確率要素を除去することによって本質が消えてなく

なる場合もあるので注意を要するが，離散型シミュレー

ションにおいて，確定的分析の役割と進め方を明らかに

することは，実務的に重要な意味を持っと思われる.

2) 他のORの技法との関連([4 ]等) :シミュレー

ションから得られる情報を基礎に，他のOR技法(たと

えば，待ち行列モデル)でのモデル化を考える.これは

概念モデルでの代替性，つまり，完全には等価ではない

モデル問の関係を探ることにつながる.
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3) 事象グラフによる事象構造の分析([ 5 ]等) :一

般のシミュレーション言語より，さらに単純な構造を持

つ Schruben の事象グラフを用いて，事象の構造やモデ

ルの等価性を解明する.
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