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一一パースト入力について一一
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1. まえがき

待ち行列理論は， A. K. Erlang (アーラン)の電話

トラヒックの研究から開始され，その後，交換，情報，

通信，交通，生産などのサービスシステムに応用され発

展をとげてきた.本稿では，通信の分野に的を絞り，最

近話題になっている待ち行列の中から，パースト入力モ

デルを紹介し，そのアプローチについて言及する.

ミースト入力のパーストとは英語の burst (=come 

forth sudden1y) で，何か突然に生じるイメージを表わ

す.しかし，突然に生じるトラヒッグという時，いった

い何を基準にして突然なのだろうか? パーストを明確

に定義した文献は見当らないようである.ここでは，ポ

アソン入力に対し突然か否かを判定しよう.すなわち，

パースト入力とは，変動係数(=到着間隔の標準偏差/

到着間隔の平均)が l より大きく，到着間隔列が独立で

ない(相関がある)時をいうことにする.

以下，パースト性の最も高いと思われる集団入力モデ

ルを皮切りに，具体的に見てゆく.

2. 集団入力毛デル

集団入力とは文字どおり，客が集団 (group ， bu1k , 

batch) で系に加わる入力をいう [3J. 通信系には，実

際，集団入力モデルがしばしば用いられる.たとえば，

ファクシミリ通信方式では，同報呼(複数宛先を持つ通

信要求)の受付時に，主メモリのメモリ・ユユット(サ

ーパ)を同報呼の宛先数だけ一斉に捕捉する. 1 人の客

が l つのサーパによって扱われると見倣すと，一斉摘捉

現象は集団入力モデルで記述される.受付処理が即時式

(los8 system) の場合，同報呼の到着流をポアソン過程

で記述すると， この主メモリ系は MX/G/c/cC注1)で表

現される.ここで ， MX とは，集団の到着過程がポアソ
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ン川f)，集団サイズ分布がXであることを示す.

状態方程式の数値解法と L 、う立場からは， I個別入力の

結果を集団入力のある場合に拡張する J ことはあまり困

難ではない.たとえば，集団ポアソン入力即時式リ(X/

M/c/c) モテツレとポアソン入力即時式川町M/c/c) モデ

ルとにおける数値計算上の手聞は本質的に同じである.

したがって， 客の集団到着現象が見られる時には， (個

別入力モデルより)集団入力モデルを用いる方がよい.

そうでないと，算出結果が，危険側に出てしまうことが

ある [39J.

集団入力モデルがファクシミリ通信方式に用いられて

いることを述べたが，パケット通信にも用いられる時が

ある.パケット通信方式ではつのメッセージが複数

からなるパケットで構成されており(図 1 )，網内ノード

における受信パップァ(待ち行列)には[パケット(客)

が〈る時には，一定間隔で到着があり，メッセージがき

ていない時には，客の到着はなし、」入力が加わることに

なる.また，同ーの網内に複数種類のトラヒック(音声

パケット， データメッセージ， パルクデータ(ファイ

ル)，ファクシミリ，送達確認などの信号情報，等)が流

れる.このため，各呼源からのパッファへのパケット到

着流はパースト入力となる.近年， AT&Tベル研究所

の Whitt ら [6J は，この種のパケット待ち時間評価に

は，再生入力モデル (QNA法)よりもむしろ複数クラ

スの集団ポアソン入力 MX/邑/1 モデルが適しているこ

とを，重負荷極限定理の立場から明らかにした.

(注 1) AjB/c/d で，到着過程がA ， サービス過程が

B , -ij-ーパ数が c ， 系内許容客数がdなる待ち行列シ

ステムを表わす.
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(a) 漸増入力 (gradual input) モデル
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漸増入力モデルと通常入力モデル

源のうち i 呼源がオンとする.オン・オフ期間長がそれ

ぞれ指数分布にしたがう時，

Pt (t， x) 会 Prob {時刻 t において t 呼源がオン，パッ

図 S

集団入力待ち行列モデルの解析は，数値計算上あまり

困難ではないと述べたが，定性的性質や陽解導出につい

ては，わかっていない問題が多い.たとえばMjMjcモ

デルにおける待ち率，平均待ち時間が陽に与えられてい

ることは周知のとおり(アーランーC式)だが，集団入

力 MXjMjc モデルにおける性能評価尺度は陽に与えら

れていない [3J. また，即時式 MjGjcjc モデルにおけ

る系内客数分布が MjMjcjc におけるそれと.一致する

(不変性，ロパストネスがある)ことは周知のとおりだ

が，集団入力 MXjGjcjc と MXjMjcjc における系内

客数分布に対する関係式は明らかにされていない.
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分岐ポアソン過程 (BPP)図 2

ファ使用量:>;x}

は，次式を満たす.

ôP 今 ôP.
j+(i-c)す= (N-i+ 1)λPト汁 {(N-i)州}Pi

+(i+1)Pi+1 (l:>;i:>;N). (3.1) 

ここで，平均オン期間長は1，平均オフ期間長は 1j.1，

c は出線容量である.

式(3. 1)ー一流体方程式ーーの定常解は Hashida ら [12J

によって得られた.呼源数が無限大の時は， Cohen [5J , 

Anick ら [IJ により解析が行なわれている.また Pan

ら [33Jは微分方程式によることなく ， M川Ij1 における

可逆性 (reversibility) を用いてパッファ使用量のラプ

ラス・ステイルチェス変換 (LST) を導出している.

オン・オフ期間長が一般分布にしたがう時等の一般化が

今後の課題である.

C. 交代ポアソン入力モデル

2 状態 {1 ， 2} を持つマルコフ過程 (J(t)} を考える.

J( ・ )=1 の間は到着率ん， J( ・ )=2 の問は到着率んの

J(t) 
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A. 分岐ポアソン入力モデル

分岐ポアソン過程 (Branching Poisson Process, 

BPP) とは，図 2 のように，親が子を生み出し，親の到

着間隔(X)が指数分布，子の到着間隔(Y)が一般分布，

生み出す子の数(K)が一般分布にしたがう時の，親と子

の到着過程(計数過程)をいう.

BPPは，もともと計算機、ンステムの部品故障状況一一

一度故障すると続けて故障が発生する様子一ーをモデル

化するさいに用いられた [20J. その後， 呼源数が無限

大の時のパケット到着流(図 1 )の近似モデルとして用

いられてきた . BPPjGj1 の厳密解は，特殊な場合を除

いて知られていない. Closs [4J は拡散近似 [9J を，村

尾 [29J は再生入力近似を， Miyazawa [27]は Benes

の公式による近似法を提案しているが，それらの適用域

や使いやすさにおいて解決すべき問題が多く残されてい

る.

連続時間宅デル3. 

B. 漸増入力モデル

漸増入力 (gradual input) とは，通常の待ち行列の

ように離散的に客がくるのではなく，徐々に仕事量が系

に到着し徐々に系外に退去するモデル(図 3 )をいう.

このモデルは図 l に示したパケット到着流において，メ

ッセージ長に対して個々のパケットが充分に小さい時に

有効である.漸増入カモデルに対しては，流体近似[32J

が適用され，解析が行なわれている.

図 i のように，各呼源がオン・オフを繰り返し ， N呼 交代ポアソン過程 (S PP) 
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ポアソン過程で客が生起する時(図 4 ), そのE十数過程

刊I(t)} を交代ポアソン過程(Switched Poisson , Proｭ

cess , SPP) とし、う.

音声パケット通信における各呼源からのパケット到着

流は，図 1 のように「有音期間 (talk spurt) 中は，一

定間隔でパケットが生じ，無音区間 (silent period) に

はパケットが生じなL 、 J 特性がある. HeHes ら [14J は

各呼源からのパケット到着流を多重化した時の重昼過程

を SPPで表現し，統計多重化装置を SPPjGjl でモデ

ル化している.彼ら [14J のアプローチは Ramaswami

[35J による行列幾何解法 [30J の特殊な場合にすぎない

が，実測の音声パケットデータから， s P P における 4

つのパラメータ(ん ，12' 即h 却がWt-1 は J( ・ )=i なる滞在

時間の平均)を推定する方法まで言及しているところが

実用的である. S PPにおけるパラメータ推定問題は，

この他 Meier [25J , Rossiter [37]らが取り扱ってい

る.

SPPjGjl 待ち行列モデルに対して van Hoorn ら

[42J のレベル横断法， Ross�er [38J の隠れマルコフ法

による解析があるが，定常状態確率を求める計算手I1領は

ほぼ同様である.分岐ポアソン (BPP) 入カモテソLに

比べると計算が容易なためか，最近，相関性のある到着

流を sppによりモデル化することがはやっている.

特に， s P P のうち，ん=0 (またはん=0) の時，断

続ポアソン過程 (Interruptel Poisson Process , IPP) 

と呼ばれ，電話網における溢れ呼(即時式MjMjcjc モ

デルからのオーパーフロー)の到着流の記述に広く用い

られている [ll ， 19J. IPP は Kìngman の定理[17J よ

り再生過程であり，その到着間隔分布は，超指数分布に

等しい [8J. なお， 状態 i(i= 1, 2) の滞在時間は(マル

コブ性により)指数分布にしたがうが，この滞在時間分

布を一般化したものは一般化断続ポアソン過程 (Gene

ralized Interrupted Po﨎son Process , GIPP) と呼ば

れている [23 ， 40].

D. マルコフ変調ポアソン入力モデル

spp のマルコプ過程{J(t)}の状態数を 2 から一般

の自然数Nにした時，言十数過程 {M(t)} をマルコフ変調

ポアソン過程 (Markov Modulated Po�son Process , 

MMPP) という.

実測データから， MMPP におけるすべてのパラメー

タを推定することはほとんど不可能に近い [25J. しか

し，異種端末を統合し，個々の品質を規定する場合等，

個々の入力構造が見えた時， その重畳過程に対して，

1991 :年 4 月号
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図 5 連続時間入力モデルの関係

MMPP でモデル化することはあり得る.実際， s P P 

をN個重畳して得られる過程は 2N状態のマルコフ過程

に変調される MMPP となる.

MMPPjGjl 待ち行列に対し， Ramaswami [35Jが，

行列幾何法により解析している.この他にも，重負荷/

軽負荷定理 [2J ， Wiener-Hopf分解 [36J，摂動法 [18J

などさまざまなアプローチが報告されている.

本章C ， D節で紹介した 1 P p , S P p , MMPP は

L 、ずれもマルコフ再生過程の部分集合である.これらの

関係を図 5 に示す.

MMPP と再生過程 (G Ilの共通部分一一 rMMPP

が再生過程になるための必要十分条件」ーーを求める

問題がある臼IJ. また，最近になり，サービス中断

(interruption) , 遊休時間 (vacation tìme) , 優先権

(priority) のある待ち行列モテルも検討され始めている

[22, 34]. 

4. 離散時間宅デル

この章では，時間輸がスロット化され，スロット時点

でのみ客の到着・退去が起こる離散時間モデルについて

紹介する.

離散時間待ち行列における入力がパーストとは，任意

の 2 つのスロットに到着した客(集団サイズ)が互いに

独立でない(相関を持つ)時をいうこと tこする.

Ushijima [41J は，スロットにおける到着客数がマル

コプ連鎖をなす単一サーバモデルを解析した. Jarakiｭ

raman ら [16J ， Morris [28J が扱ったパケット到着過

程のモデル化は Ushijìma の特殊な場合である.

サーバ数がm ， 待ち行列容量が C ， スロット時点 n で

の到着客数をXn とする . {XnJ は XJ::.のマルコフ連鎖を

なすとし， σ:X→{o ， 1, 2, ••• J を任意関数とする.時点 n

(13) 171 © 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.



-オン期間中にパケットが発生

・オフ期間中はパケットは発生しない

図 B 離散時間版 1 P P (断続ベルヌーイ過程)

における系内客数 Zη に対し， Morris [28J は次の仮定

をおいた.

Zn+l =min[(Zn-m )++σ(Xn) ， C] (4.1) 

ここで， (a)+主max(a， O)

たとえば，各呼源からのパケットが図 S に示すように

離散時間版 IPPでモデル化する(ポアソン到着の離散

版はベルヌーイ到着に相当)と ， N呼源を多重化した時

のパケット到着流は，式(4.1)を満たす.

{(Zn ， Xn )} はこの時，マルコフ連鎖をなす.推移確率

行列を適当に分解し [28J，定常状態確率Iim Prob{Zη 

=i ， Xπ =a}三π仰を効率的に求めることが工夫されてい

る.

最近， ATM交換法におけるトラヒ γP特性の解析に

この定式化が応用されている [15].

Gopinath [IOJ らは， 移動平均て、表現されたパース

ト入力モデルを取り扱っている.すなわち，スロット時

点 n における到着客数 X句と待ち行列長 Zn に関係式

Zn+l=(Z均一 1)++Xη l 
k 

Xη=52EoaJ42ト/ l 
{(Xn 1,…, Xn!)}時1が独立で同一分布 l

kこしたがう (i. i.d.) 

(4.2) 

を仮定して， {ZnJ の定常分布を解析している.式(4.2)

の具体例を考えよう.図 7 のように 2 呼種があり，呼

種 1 は(発生すると) 2 パケットからなり，その間隔が

2 スロット空いて到着し，呼種 2 は(発生すると) 1 パケ

ットのみからなり， 到着すると仮定する. この時， Xη

(時点 n での到着客数)は，

日子種 l

呼種 2

ロヱロ
( 2 スロットおきに 1 パケ y ト到着)

ロ
(lパケットのみ)

X.==x~+xJ-z+x; (lC,xJ, x~)l : i. i.d. 列)

図 7 移動平均で表現されるパースト入力例

この他，集団+イズが時刻依存する集団ベルヌーイ入

力単一サーパモデルの解析が行なわれている [26]. ま

た， Hashida [13J は，離散時間版SPP ともいうべき，

交代集団ベルヌーイ過程 Switched Batch Bernoulli 

Process , SBBP) をパースト入力モデルの 1 つとして提

案し ， SBBP/G/I 待ち行列モデんを取り扱っている.

今後，時間軸がスロット化された離散時間システムが普

及すればこのアプローチが注目されよう.

5. おわりに

分岐ポアソン過程 (BP P) 入力，漸増 (gradual) 入

力，交代ポアソン過程 (S P P) 入力等，通信システム

において比較的頻繁に現われるパ}スト入カモデルにつ

いて簡単に紹介し，パースト入力待ち行列モデルに対す

る解析状況について言及した.

多くの相関入力，パースト入力モデルは図 1 に示した

パケット到着流の重畳過程を記述するために提案されて

いる.今後も複雑化・高度化するシステムの出現に応じ

て，多数のトラヒック問題が抽出されるであろう. OR  

学会における理論家(大学)と実践家(企業)の間の情

報交換をさらに密なるものにすれば，新たなモテ酔ル化や

各種アプローチが盛んに試みられ，今まで以上に待ち行

列理論の進展に貢献するものと思われる.
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