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1．拡散近似との出会い   

もう20年以上も前のことになるが，大学院修士課  

程の入学試験に合格してやっと一息つき，本格的に卒  

論の準備を始めなければ，と考えていた頃，私はその  

論文［13】に出会った．論文の著者は，当時IBMワトソ  

ン研究所に所属し，現在プリンストン大学教授の小林  

久志氏であった．1975年9月のことだった．当時，私  

は京都大学工学部数理工学科計画工学講座（三根研究  

室）の4年生．助教授になられて間もない大野勝久先  

生（現在，名古屋工業大学教授）の下で，ネ・ツトワーク  

構造をもつ待ち行列システムの性能評価で「何かでき  

ないか」と漠然と考えていたところだった．まだ待ち  

行列ネットワークに関するテキスト等も出版されてお  

らず，「お題目」は絞られていたのだが，問題そのもの  

の理解や問題解決のための方法論に村する準備は，極  

めて不十分な状態だった．そんな折，論文作成のノウ  

ハウに関して右も左も分からなかった私にとって，小  

林氏の論文はとても魅力的なものに感じられた．   

魅力的な点は2つあった．第1の点は，論文内容の斬  

新さである．小林氏の論文は，情報通信や生産システ  

ムの標準的な性能評価モデルとして知られている，複  

数のサービス施設がネットワークの形に結合された一  

般的な待ち行列ネットワークに関するもので，この解  

析に拡散近似（diffusionapproximation）の手法を最初  

に応用したものであった．各サービス施設における客  

数は，ネットワーク内の他の施設や外部からの客の到  

着，サービスの終了によって不規則に変化するが，客数  

である以上，0，1，2，…といった非負の整数値しか取り  

得ない．拡散近似は，複雑でそのままでは解析的に取  

り扱いが困難な離散債権率過程を，連続借を取る拡散  

過程（あるいはブラウン運動）で近似する手法で，流体  

近似（fluidapprムⅩimation）を精赦化した連続近似とし  

て、当時すでにNewell【15］らによって，単一の待ち行  

列システムに対しては精力附な研究が行われていた．  

待ち行列ネットワークというと，Jacksonネットワー  

クとよばれる客のサービス時間に指数分布を仮定す  

るモデルしか知らなかった私には，一般のサービス時  

間分布を許す拡散近似は応用上有用なORツールと  

映ったのである．   

第2の魅力的な点は，卒論を期限内にまとめなけれ  

ばならない私にとってはこちらの方がより魅力的に思  

えたのだが，小林氏の論文で使われている数学に関し  

てかなりの予備知識がすでに私にあったことだった．  

大学院入試科目である応用物理学の受験勉強が意外  

な所で役立つものだと感心したのを覚えている．   

しかし，私のこういった思い入れは，結果的に卒論で  

結実することはなかった．大野先生の「拡散近似は卒  

論では難しすぎるから，修士課程に入ってから勉強し  

なさい」の一言で，今から考えると別の意味でより難  

しい，ある医療システムのモデルである階層的な待ち  

行列ネットワークの解析をする羽目になってしまった．  

拡散近似の一体何が難しいのかも分からないまま，こ  

うして小林氏甲論文は半年間お蔵人りになった．   

私が拡散近似と再会したのは，卒論の後始末が済ん  

だ1976年の春のことだった．小林氏の論文の参考文  

献を手掛かりに過去の研究を遡る過程の中で，大野先  

生の「拡散近似は卒論では難しすぎる」という言葉の  

意味が次第に見えてきた．拡散近似には，Newellの成  

書や小林氏の論文が扱っているOR的あるいは工学的  

な連続モデルという位置付けとは全く別の，極限定理  

の証明という純粋に数学的な世界が存在していたの  

である［4，20］．これら2つの世界を区別する意味で，  

本稿では前者を拡散モデル（diffusionmodels），後者を  

拡散極限（diffusionlimits）とよぶことにする．後述す  

るように，拡散極限は重負荷時に拡散モデルの理論的  

根拠を与えてくれるものの，「近似」という本来の機  

能に対する関心は非常に希薄で，この点にどうしても  

馴染めなかった私は，次第に拡散モデルに傾倒してゆ  
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くことになる．修士論文，博士論文，そして現在へと続  

く私の拡散近似の世界への道はこうして始まったので  

ある．   

拡散近似は，待ち行列に限らず在庫やファイナンス  

等のORの様々な分野にも幅広く応用されている．し  

かし，上に述べた2つの世界が，ある時には相補的に，  

またある時には対立的に語られるのは，待ち行列の分  

野が他を圧倒している．数学的な厳密さとORへの応  

用の両面に配慮しながら，待ち行列における拡散近似  

の2つの世界を紹介しよう．   

2．離散から連続へ   

2．1 確率過程の弱収束  

待ち行列において現われる確率過程は，何らかの形  

で不連続性を含んでいることが多い．サービス中や行  

列に並んでいる客の数を表わす過程（系内客数過程）  

は，客の到着や過去に伴い増派する階段関数型のサン  

プルパスをもっているし，サーバーがこれから処理し  

なければならない客のサービス時間の総和（未処理仕  

事量）も，鋸刃型のサンプルパスをもっている．応用  

上は，対象とする確率過程のサンプルパスに対しては，  

関数空間ββ【0，∞）＝（∪：［0，∞）→引山はすべての  

f≧0に対して右連続かつすべてのf＞0に対して左  

極限をもつ）を考えれば十分である．ただし，且は値  

域集合を表わす．．単一の待ち行列の通常の系内客数過  

程を扱う場合には，βとして実数全体Rまたはその  

部分集合を，待ち行列ネットワークや多種類の客を含  

む場合は，βとして多次元の集合を用いる．これに対  

して，拡散過程のサンプルバズは連続である．この空  

間をCβ【0，∞）（⊂ββ［0，∞））で表すことにする．   

待ち行列システムにおいて現われるある確率過程  

が，複雑で解析的に扱うことが難しいものであると仮  

定しよう．拡散近似の基本的な考え方は，この確率過  

程の分布を近似できる拡散過程を見つけ出すことに  

ある．2項分布を正規分布で近似する古典的結果を思  

い出して頂ければ容易に想像がつくように，この近似  

をより正確に表現するためには，何らかの極限定理を  

必要とする．この極限定理における基本的な収束概念  

が弱収束（weakconvergence）である．確率過程では  

なく確率変数の列に対しては，弱収束は通常法則収束  

（convergenceindistribution）とよばれている．そこで  

まず準備として，実数直線上の確率変数の弱収束の定  

義を復習しておこう．  

1997年8 月号  

定義1R一倍確率変数族（ズ，ズm；m≧0）が与えられ，  

分布関数P（ズ≦・）のすべての連続点エにおいて  

P（ズれ≦£）→P（ズ≦∬）（m→∞）  

が成り立つとき，ズれはズに弱収束するといい，ズn斗  

ズと書く．   

確率過程列の弱収束を定義するには，ββ［0，∞）に適  

当な距離を導入する必要があるが，ここでは本来の定  

義と等価で定義1と直観的に結び付けることが容易 

次の定義を示す．   

定義2上）β［0，∞）一倍確率過程族（ズ，ズn；几≧0）が与  

えられ，すべての有界連続関数ん：クβ【0，∞）→Rに  

村して  

且［ん（ズれ）】→叫ん（ズ）］（m→∞）  

が成り立つとき，ズmはズに弱収束するといい，ズnろ  

ズと書く．   

2．2 関数中心極限定理  

拡散過程への弱収束を示す極限定理の確率変数版  

が，よく知られた中心極限定理であることは想像に難  

くない．したがって，まず最初に初等的な2つの極限  

定理を思い出すことにしよう．  

（Zn；れ≧0）を独立で同じ分布をもつ（i．i．d．）Rd一  

億確率変数列とし，5几＝Zl＋…＋Zn，5。＝0と  

おく・大数の強法則（stronglawoflargenumbers）は，  

β‖lZn＝＜∞ならば，m→∞のとき  

れ－15■m→杵 a．S．  
（1）  

が成り立つことを示している．ここで，＝川はRd上の  

ユークリッドノルム，〃＝呵Zm］を表わす．他方，中心  

極限定理（centrallimittheorem）は大数の強法則をさ  

らに精密化したもので，ランダムウオーク（5n；れ≧0）  

に村し，且‖lZれtl2】＜∞ならば，乃→∞のとき  

乃1／2（m‾1β和一〃）芋ご1／2Ⅳ（0，J）  （2）  

が成り立つことを示している．ただし，Ⅳ（0，∫）は平  

均ベクトル0と単位行列の共分散行列をもつRd一倍多  

変量正規確率変数を表わし，ご1／2は共分散行列∑＝  

呵ZごZnト呵ZJ］呵Zm＝こ対し，ご＝∑1／2（ご1／2）Tを  

満たす正則行列を表すものとする．特にd＝1のとき，  

定義1より，（2）はおなじみの形  

●  

●  

忠P〈彗諾≦J〉＝叫  （3）  
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に表せる・ただし，J2＝Var【Zn】，叫・）は標準正規分布  

の分布関数   

頼）＝ 去エe一也2′2血，ご∈R  
である．  

（1）と（2）の確率過程版を見つけ出すために，万れ（f）  

≡炉15【叫を考えることにする・ここで，［可ほ鳥以下  

の最大の整数を表すものとする．このとき，極限定理  

（1）は，m→∞のとき  

万れ（f）→扉，a．S．  
（4）   

と書き直すことができる．（4）は大数の関数強法則  

（functionalstronglawoflargenumbers：FSLLN）とよ  

ヽ 

極限定理については，（2）と同じ尺度変換を用いて，確  

率過程   

命題1ランダムウオーク（方円；れ≧0）に称し，確率変  

数列（ズれ；几≧0）を（5）で定義する．β‖lZnl円＜∞な  

らば，ββ【0，∞）においてm→∞のとき，ズれ旦∑1／2β  

が成り立つ．   

明らかに，命題1は拡散近似の原型，すなわち   

5【叫是叫＋ml／2ご1／2β（り  
（8）  

の形の近似を示唆している．また，命題1は，連続写  

像原理（continuousmappingprinciple）として知られる  

次の命題と組合せることでさらに強力なものとなる，   

命題2Cんを写像九‥ββ【0，∞）→Rdの連続点の集合  

とする．1このとき，ズれ斗ズ（れ→∞）かつP（ズ∈  

Cん）＝1であれば，ん（ズれ）与ん（ズ）（m→∞）が成り  

立つ．   

つまり，いま㌦斗yを示したいとしよう．㌦とy  

をP（ズ∈C九）＝1を満たす関数九を用いて，ズれ＝  

ん（㌦）とズ＝ん（y）に変換する．このとき，従来の理論  

によってズれ旦ズが知られているならば，㌦はyへ  

弱収束する．この方法は，組合せ最適化問題のNト完  

全性の証明方法と類似する点があり興味深い．   

例として，〃＝0の1次元ランダムウオーク（5n；れ≧  

0）に対し，時点れまでの最大値言れ ≡maX（gた ‥  

0≦た≦m）を考えよう．言nはズn上で定義され  

た関数九（ご）＝maX（項）‥0≦f≦1）を用いて，  

言m＝ml／2九（ズn）と表せる．んが任意の∬∈CE【0，∞）に  

おいて連続であり，ブラウン運動が連続なサンプルパ  

スをもつことから，ズ＝Jβのとき，P（ズ∈Ch）＝1  

が示せる．ゆえに，命題1と命題2によって，九（方円）斗  

ん（Jβ）が成り立ち，近似   

言れ是Jml／2max（β（り：0≦f≦1）  

が得られる．   

命題1で示された基本的なFCLTに村し様々な拡張  

がなされている．これらの拡張の多くは，和を取る確  

率変数列（Zm；れ≧0）がi・i・d・ではなく，かわりにマ  

ルコフ連鎖のようなある種の従属性や緩やかな非定  

常性をもつ場合の部分和過程（ぶれ；几≧0）に対する極  

限定理を証明することにその特色がある．部分和過程  

は待ち行列に現れる確率過程において◆基本的要素で  

ズn（f）＝・ml／2（れ‾1∫【nt】－〝り  

を考えると，（2）は，各f≧0に村して   

ズn（f）斗∑1／2Ⅳ（0，fイ）  

（5）  

（6）  

を証明していることに他ならない．ズれが定常独立増  

分をもつことから，（6）をズれの有限次元分布へ拡張  

することができる．すなわち，0≦fl＜f2＜…＜fm  

に対し，m→∞のとき  

（ズれ（fl），…，Xm（fm））斗（ズ（亡1），…，ズ（fm））   

が成り立つ．ここで，（ズ（fl），…，ズ（fm））は平均と分散  

が，1≦盲，J≦mに村して  

呵才（り】＝0，  

呵ズr（りズ（fj）］＝mi坤i，ら）∑  
（7）  

で表される多変量正規確率ベクトルである．（7）に  

よって表される有限次元分布をもつββ【0，∞）上の唯  

一の確率過程はブラウン運動過程であるから，ズ ∈  

ββ［0，∞）であればズ皇∑1／2βでなければならない．  

ここで，βは次の3つの性質を満たすRd上の標準ブ  

ラウン運動過程である．  

（a）β（・）∈C丘‥［0，∞）  

（b）β（・）は定常独立増分をもつ   

（c）β（り皇Ⅳ（0，トJ）  

以上をまとめると，関数中心極限定理（functionalcen－  

tra11imittheorem：FCLT）とよばれる次の結果を得る．  

542（32）  
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上のSkorobod距離dに関してd（∬れ，∬）→0となる点列  

（〇れ；¶≧0）に対し，牌（ごn）一九（∬川→0が成り立つこと  

をいう．  
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あり，これらの拡張は非常に重要である．さらに，連  

続写像原理を適用することで，かなり広いクラスの確  

率過程間の弱収束を示すことが可能である．  

2．3 待ち行列の拡散極限   

これまでに述べてきた確率過程に対する・極限定理  

が，待ち行列にどのように応用されているかを、最も  

単純な窓口が1つの待ち行列を例にして示そう．村象  

となるのは無限の待合い室をもつGJ／GJ／1待ち行列  

である．最初の客は窓口が空である時刻孤＝0に到  

着し，時間鴨のサービスを受ける．同様に，第乃番目  

の客は時刻71に到着し，時間l㌔のサービスを受け  

るものとする・軋＝㍍－㍍＿1（m≧1）とおき，（軋）  

および（軋）の各列はi．i．d．で互いに独立であると仮  

定する・また，簡単のため，（軋）と（㍑）は2次まで  

のモーメントをもつと仮定し，平均を入‾1と〃」，分  

散をげまと打呈でそれぞれ表すことにする．   

G7／G7／1待ち行列において応用上重要な確率過程  

は，時刻fにおける系内客数Q（f）および第れ番目  

の客の待ち時間Ⅳnである．トラフィック密度β＝  

入ル＜1のときには，待ち行列は（Q（f）；f≧0）およ  

び（吼；乃≧0）が確率的に有界であるという意味で  

安定している．しかし，このことは同時に，確率関数  

列（（Q（雨）－αnり／わ」または（（Ⅳ扁】－αnり／ムれ）が  

βR【0，∞）の非退化過程に弱収束するための列（αれ），  

（あn）が存在しないことをも意味している．つまり，定  

常状態が存在するような状況では，時間に比例して発  

散しない確率過程は，（5）の尺度変換を施すと極限が0  

に縮退してしまうのである．   

逆にβ＞1のときには，これらの確率過程は拡散極  

限をもつ・すなわち，β扇0，∞）において，れ→∞の  

とき   

れ1／2（m‾1Q（叫ト（入－〃）f）斗（入3Jま＋〝3J呈）1／2β（り，  

ml／2（m‾11竹叫－（〝」一入‾1）f）旦（Jま＋打呈）1／2β（り  

が成り立つ．   

では，β＝1のときはどうであろうか？応用上，β＝  

1を特別視することに何の意味もないが，理論的には  

β＞1の場合と大きく結果が異なる．紙面の制約から，  

詳細については［20】を参照のこと．   

これまでの議論は，GJ／CJ／1待ち行列を対象に  

していたが，実は β ≧1のときには，複数窓口  

待ち行列CJ／GJ／βに対しても同様の結果が成り立  

つ・すべての窓口におけるサービス時間分布杵）＝   

1997年8月号  

P（Ⅴ≦・）が同一であると仮定すると，極限を知る上  

では，G7／C∫／βはサービス時間分布がダ（・／β）である  

GJ／GJ／1と等価になる．したがって，例えば系内客  

数過程に対しては，β＞1のとき，β扇0，∞）において，  

m→∝）のとき  

れ1／2（れ‾1Q（mt）－（入一叩）f）旦（入3Jま＋叩3J呈）1／2β（f）  

が成り立つ．   

複数窓口待ち行列は，系内客数に依存する待ち行列  

の特殊な場合と考えることもできる．出生死滅過程で  

定式化される一般的な状態依存待ち行列に対する極  

限定理については【14】を参照のこと．また，同じ複数  

窓口でも無限個の窓口をもつ待ち行列において，到着  

時開聞隔（【ん）を次第に加速したときに如何なる極限  

をもつか？という研究も行われている【1】．   

さらに，最近の研究として，広帯域ISDNの性能評価  

において用いられるMMPP（MarkovmodulatedPois－  

SOnprOCeSS）やMAP（Markovianarrivalprocess）と  

いった確率環境下にある到着過程をもつ待ち行列に対  

し，少なくとも1つの環境下でβ＞1であれば，拡散  

極限をもつことが証明されてい●る【3】．   

しかし，こういった「単体」の待ち行列における拡  

散極限の導出は，現在の研究の中心課題ではない．中  

心は何と言っても待ち行列ネットワークにある．簡単  

のため，外部からの客の到着を許す開いたネットワー  

クに限定して話を進める．（閉じたネットワークに関し  

ては【2】を参照のこと．）d個のサービス施設のネット  

ワークを考えよう．d個の施設の各々は，到着客を先着  

順にサービスする単一のサーバーから成っている．ネ  

ットワーク内の客の経路選択はマルコフ的であると仮  

定し，経路行列をP＝（彗ブ）で表すことにする．すな  

わち，彗ブは施設豆でサービスを終えた客が直ちに施  

設ブヘ向かう確率を表し，ト∑プ＝1月メは施設ほ出  

た客がそのままネットワークを離れる確率を表す．議  

論を簡単にするために，彗i＝0（1≦豆≦d）を仮定し，  

さらにPは既約で（J－P）‾1が存在することを仮定  

する．   

坑＝（坑（m）；m≧1）をネットワーク外部から第  

豆施設への客の到着時開聞隔列とする．（坑（m））は  

i・i・d・で，平均入「1と平方変動係数aヲ ＜∞（i．e．，  

αぎ＝入≡Ⅴ叫坊（m）】）をもつものとする．また，施設五  

においてサービスされる第m番目の客のサービス要  

求量をⅥ（m）で表す．（Ⅵ（m））はi．i．d．で，平均が1，平  

方変動係数（＝分散）♭ヲ＜∞をもつものとする．拘（m）  
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を第れ近似ネットワーク内の第宜施設におけるサー  

ビス率とすると，Ⅵ（m）／仇（柑）はこの施設での第m番  

目の客の実際のサービス時間を表している．これら  

2d個の到着時間とサービス要求量の列は互いに独立  

であると仮定する．このような待ち行列ネットワーク  

は，一般化Jacksonネットワークと■よばれる．   

Qれi（りで第乃近似ネットワークにおける時刻fで  

の第豆施設における客数を表し，Qm（り ＝（Qml（り，  

‥．，Qれd（f））とおく．入＝（入1，…，入d・）を外部到着率ベ  

クトル■とすると，入（トP）‾1≡〝＝（仇，…，陶）はネッ  

トワークの内部および外部の両方から施設宜に到着す  

る客の有効到着率になる．〃（m）＝（〃1（れ），．‥，栂（m））  

をサービス率ベクトルとし  

ml／2（〝（れト〃）→c（れ→∞）  （9）   

となるcが存在することを仮定する．このとき，各施  

設はトラフィック密度βi（れ）＝朽／机（m）（1≦哀≦d）が  

1に近づき，したがってネットワークは「一様に」重負  

荷の状態にある．さらに，初期状態に関して  

れ‾1／2Qn（0）旦Q（0）（几→∞）  （10）   

となるQ（0）が存在することを仮毒する．（9）と（10）の  

仮定の下で，確率過程Z＝（Z（f）；f≧0）を  

Z（り＝Q（0）＋c（∫一∵P）t＋rl／2β（f）   

で定義する・ただし，共分散行列r＝（rij）は   

riブ 

d  

＋∑粧‰ぬ－昂j＋わ抱）  
た＝1  

で与えられる・ただし，∂ii＝1，∂iJ＝0（五≠力であ  

る・このとき，次の極限定理を得る［17】＝βRd【0，∞）に  

おいて  

れ‾1／2Qm（雨）斗Q≡J（Z）（れ→∞）  

が成り立つ・ 

ZをRdの非負領域に反射させる働きをもつ写像で  

ある．（／の定義については【17】参照．）   

拡散極限QはJacksonネットワークに見られる定  

性的構造の多くを受け継いでいる．（9）において，も  

しc■＞0であれば，各施設は客の到着率よりも速い  

サービス率をもつことになり，ネットワークは安定す  

る．実際，Qが定常分布をもつための必要十分条件は  

ci＞0（1≦盲≦d）であることが知られている［8ト ま  

544（34）  

た，定常分布が積形式をもつための必要十分条件も導  

出されている［8］・   

以上では，すべての施設において一様に仇（m）→1  

（m → ∞）であることを仮定していたが，応用上は  

これはあり得ないだろう．ネットワーク内の施設は  

βi≡1imれ→∞仇（m）の値に応じて，完全ボトルネック  

施設（βi＞1），平衡施設（仇＝1），非ボトルネック施設  

（仇＜1）の3種類に分類できる．これらの施設が混在  

している場合に村しても極限定理は拡張されている  

［2】．非ボトルネック施設では，その行列長はれの関数  

としては確率的な意味で有界である．したがって，空  

間変数がれ1／2の単位で測られる尺度変換においては，  

れ→∞のとき，極限における対応する行列長過程は  

実際上0に縮退してしまう．したがって，非ボトルネ  

ック施設の行列長については，拡散極限は何の情報も  

与えず，残りの平衡および完全ボトルネック施設のみ  

の解析に縮小’してしまう．これは状態空間縮約（state  

SpaCeCOllapse）とよばれている．完全ボトルネック施  

設の拡散極限における挙動は，単独のGJ／CJ／1待ち  

行列のそれと一敦する．   

最近，活発な研究がなされているもう1つの拡張は，  

客に複数の種類があり，各施設において優先権付きサ  

ービスが行われる場合である【16］．高い優先権をもつ  

客は，低い優先権しかもたない客に比べて速いスピー  

ドでネッ トワークを通過するため，拡散極限において  

は高い優先権の客は無視され，やはり状態空間縮約が  

起こり得る．多種類の客のいるネットワークに対する  

拡散極限の詳細については【7］を参照のこと．   

2．4 待ち行列の拡散モデル  

拡散極限が理論的に如何に正しいものとはいえ，  

β≧1でしか使えないということでは応用上役に立た  

ない．そこで，対象としている確率過程が以下に定義  

する2つの無限小特性量をもつと仮定できる場合，こ  

れらによって特徴付けられる拡散過程で元の過程を近  

似する方法が拡散モデルの基本的な考え方である．   

より明確に述べるために，対象とする待ち行列の確  

率過程をJ＝（J（f）；f≧0）で表すことにする・Jが  

IRdを値域とするとき，無限小平均（infinitesimalmean）  

FL：IRd→Rdと，無限小分散（infinitesimalvarianCe）  

ガ：Rd→Rd＋dとよばれる関数をそれぞれ   

且［J（ト十T）－J（t）lJ（祝）；祝≦f］＝〃（J（f））丁＋0（丁），  

Cov【J（f＋T）－J（りIJ（祝）；祝≦f】＝∑（J（f））丁＋0（T）  
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で定義する．ガが正定借行列のとき，もしJと同じ  

無限小特性量と連続なサンプルパスをもつマルコフ  

過程ズが存在するならば，それは拡散過程でなけれ  

ばならないことが知られている．この結果を用いて，  

β＜1に対してもズをJの近似と考えるのが拡散モ  

デルである．このモデリングに際して   

・〃とごを如何に求めるか？  

●Jとズの状態空間を如何に対応付けるか？  

●Jの境界挙動をズに如何に反映させるか？   

という問題が生じる．特に，Jが系内客数過程のよう  

な離散値確率過程の場合，点を区間に村応させる工夫  

が要求されることになる．また，Jの境界挙動を忠実  

にズに反映させようとすると，ズのサンプルパスが  

境界において不連続となり，拡散過程の枠組みを逸脱  

してしまうことにもなりかねない．   

GT／GJ／β待ち行列に対する拡散モデル【5，9，10］は，  

この3つの問題を次第に解決しながら発展し，定常  

状態の解析に関してはほぼ完成したと＿言えるだろう．  

【14］の状態依存待ち行列の拡散極限に対応する拡散モ  

デルも，【11】で1つの解決案が示されている．［3】の  

確率環境下での拡散極限に対応する拡散モデル（e．g．，  

［19】）には，まだ改良の余地がかなり残されており，今  

後の発展が期待できる．   

待ち行列ネットワークに対する拡散モデルは，拡散  

極限の世界の数学的要求（特に境界条件）が強すぎて，  

【13］以降，3次元以上の拡散モデルはないに等しい状  

態にある．拡散極限の世界の研究の興味の対象は待  

ち行列ネットワークに集中しているため，境界条件を  

正確にクリアできなければ，拡散極限の研究者が査読  

者になっている学術雑誌に拡散モデルの論文が採択さ  

れる可能性は，現状ではかなり低いと考えた方が良い．  

関連するアプローチとしては，拡散極限から得られる  

情報を待ち行列ネットワークの分解近似に応用した研  

究【6】がある．   

3．連続から離散へ   

拡散極限の世界では，離散的な空間から連続的な空  

間への一方通行の道しか存在しない．連続的な空間  

での極限過程を元の過程と照らし合わせて評価する  

姿勢は最初からないのである．この意味では，「近  

似」という言葉はもともと拡散極限には相応しくない  

のかもしれない．ところが，拡散モデルの世界では常   

1997年8月号  

に元の過程との比較が要求される．最初からモデリン  

グが違うのであって，拡散モデルは（いわゆる「厳密  

解」を与える）離散モデルの近似ではない，と突っ張  

りたい気持ちはあるが，世間はそれを許してくれそう  

にはない．拡散極限の気楽な立場が羨ましく感じられ  

ることもあるが，結局は離散モデルで間に合う程度の  

問題を扱っていることに，拡散モデルの存在意義が今  

一つ不確かであることの本質があるような気がする．  

ファイナンスのように対象の確率的な因果関係がよく  

分からない問題，過渡解析のように離散モデルでは手  

に負えない難しい問題にこそ，拡散モデルの真骨頂が  

あるのだろう．   

愚痴はこの辺にして，連続的な空間から離散的な空  

間への帰り道にはどのような問題が待ち受けている  

のであろうか？系内客数過程に関しては，状態空間の  

対応について往路で解決がついていたとしても  

●離散分布を連続分布から如何に抽出するか？   

という離散化の問題が本質的に残ることになる．中心  

極限定理（2）より，れが十分大きいとき  

＼叩れ≦∬｝卍◎（≡諾），ご∈R  

という近似が得られるが，5nが整数値のみを取る場合  

には，経験的に連続補正（continuitycorrection）  

〝  
∬＋0．5一円  

P†‰≦∬）母◎   訂∈R  
Jヽ伝  

を施した方が，近似が改善されることが知られている．  

このような「ずらし」を加えた発見的補正［5］，境界事  

象（e．g．，系が空になる，溢れ等）を特別扱いし，境界条  

件を工夫したり厳密解を適用する補正【9，13］等が提  

案されている．   

もう1つ乗り越えなければならない大きな問題は  

●拡散モデルの解を既存の厳密解と如何に整合さ  

せるか？   

である．例えば，CJ／G7／β待ち行列に村する初期の拡  

散モデルは，単純な〟／〟／β待ち行列に対してさえも  

厳密解を与えないものであった【5，町 このような既  

知の離散モデルとの整合性の欠如は，拡散モデルの致  

命的な欠陥として長らく批判を浴びてきた【2叶私自  

身の最近の研究はこの欠陥の除去を目指したもので  

あり，出生死滅過程あるいは連続時間マルコフ連鎖で  

定式化できる任意の待ち行列システムの離散モデル  

と整合する拡散モデル［10，11］を構築した．  
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2．4節と本節において，拡散モデルを構築する上で  

の5つの問題点を指摘したが，これらの具体的成果に  

ついては，［12］を参照されたい・  

4．エルムの木陰で   

私は文部省からの派遣により，プリンストン大学に  

1996年3月から8月までの5カ月間滞在し研究する  

機会を得た．大学内のセミナーで，BhaskarSengupta  

（NEC ResearchInstitute），WardWhitt（AT＆TLab－  

oratories）らの企業に所属する研究者と交流をもてた  

だけでなく，滞在中に出席したIFIP WG7．3Work－  

Shop（Lambertville，NJ，May27～28）では，EroIGe－  

1enbe，Martin Reiser，Yakov Koganといった拡散近  

似の先駆者達とも話し合うことができた．彼等との  

意見交換の中で鮮明になったことは，情報通信システ  

ムの性能評価においては，多種類の客をもつ待ち行列  

ネットワークの過渡解析が重要な研究課題であるとい  

う共通の認識であった．勿論，すでにこの方向での研  

究は行われているが，過渡解析となると研究の方法論  

は自ずと限られてくる・本質的に多次元の問題である  

ため，境界条件の煩雑さを考えると，拡散近似よりは  

流体近似の方が当面有望であろう［1外拡散極限にお  

ける状態空間縮約を乗り準えた新たな拡散モデルヘ  

の模索が始まっている．   

最後になりましたが，プリンストン大学での研究の  

場を与えて頂いた小林久志教授，およびIFIP Work－  

shopでの研究発表を勧めて頂いた高木英明教授（筑波  

大学）に感謝します．  
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