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部分連鎖には開放型と閉鎖型の2種類がある．開放型と  

は，網外から客が到着し，網外に退去する経路であり，  

閉鎖型とは，常にある一定人数の客が網内を移動し，網  

外への退去や網外からの到着が無い経路をいう．開放型  

部分連鎖と閉鎖型部分連鎖が混在するような網を混合型  

待ち行列網という．混合型待ち行列網の例を図1に示  

す．網外を便宜的にノード番号0と考えることにする．  

開放型部分連鎖Jに属する客が網に到着した時には確率  

吼）でノード九を選択し，またノー＝でサービス  

を終了した客は網外に確率鵡。）で退去する・ただし，  

ん＝0，1，…Ⅳについて∑た。p‡だた）＝1とする・この  

とき，開放型部分連鎖ゴに属する客の網内移動経路は次  

の推移確率行列をもつマルコフ連鎖になる．  

且。 はじめに  

コンピュータシステムは，さまざまなシステム資源か  

ら構成されている．その設計・開発においては，システ  

ムにかかる負荷を的確に把握すること，またシステム資  

源の競合状況を的確に把握し，システム性能を精度良く，  

また効率的に評価する技術が求められる。本稿では，そ  

の目的に沿う一つの技術である待ち行列を用いたモデル  

化と評価技術の概要を紹介する．この分野においては，  

横形式解をもつ待ち行列網が応用の中核をなしている．  

次章にその簡単な紹介をおこなう．本稿では，すでに  

実用に供されている積形式解を第一形式，その拡張形を  

第二形式として紹介する．サービス時間分布はすべて指  

数分布を仮定した．第3章には，応用例の紹介をおこな  

う・はじめに，第一形式網の応用を述べ，次いで第二形  

式網の応用を述べる．さらに，最近の話題として，2層  

型待ち行列網とその応用についての話題を紹介する．  

…  Ⅳ）  

… Ⅳ）  （1） 巧＝   

1）… Ⅳ）  

部分連鎖Jが閉鎖型の場合には，ん＝0，1，…，Ⅳにつ  

いて吼）＝鵡。）＝0とし，  

） Ⅳ）  

1）… 〃）  

2¢ 待ち行列ネットワⅦク   

2．1 モデルと記号  

客の移動経路：1，2，…，Ⅳと番号付けられたⅣノー  

ドから構成される待ち行列網を考える．ここで，ノード  

とは，サービスを行うサーバとそれを待つための待ち行  

列から構成される一つの待ち行列システムを指す．こ  

れらのノード間を推移する客の移動経路は〟種類ある  

ものとし，その移動経路のことを部分連鎖という．すな  

わち，部分連鎖jに属する客は，ノードんでのサービ  

スが終了した後，確率吼）でノードたに移動する・   

（2）   ろ＝  

と考える．  

≡三  
図1：混合型待ち行列網（開放型部分連鎖：1，閉鎖型  

部分連鎖：2）  
きの いっせい NEC C＆Cメディア研究所  
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皆如ぼ炭質求暗闇藍サ榊ぼ鼠率：ノいド底においては9  

どの部分連鎖に属する客も，サ、－けビス要求時間筑をも  

つものとし甲確率変数ぷ五はパラメ｝タ槻をもつ指数分  

布にしたがうとする8すなわち，㌘（ぶ或≦戚）＝コし…－－e仙′止せソ  

＿鞘灘十＝町偏レ また，サーゼス規律はすべてのノード  

について先着順 膵Ⅶ開封 とする。．各ノ・一－ドのサ｝バの  

サしH伊州ビス能力は9 そのノ、肘一－ドに滞在する客数に依存して  

きまるものとし9 ノード或の滞在客数が和人の場合の  

サービス率（人／時間）をγ痘（穐）とする凸徽（m）の形を  

次のように選べば複数サーバ（び豆）のノーーⅥヾを表すこと  

ができる小  

と大変に便利であるため，ベクトル諾＝（£且，芯2，…，∬m）  

および脚ニ（厨鼠，紬…，βm）について，次のような定義  

をする。  

廟愕㌦一十諾2＋…q十ぺ㌦‥  

∴・・j 、・． ．．  ．∴．  

ご           ・ 一 ∴・、   

網の状髄轟親：∬戌，ゴを，ノいド宜に滞在する部分連鎖j  

に属する客の数とし，ノーーード戌の状態を表すベクトルを，  

芯崩＝（瑚，勒詔，D…，諾礪），ネットワーク全体の状態を  

表すベクトルを9憲ニ（恥芯2，・…ヲ諾Ⅳ）とする。また，部  

分連鎖ガに属する客の網内滞在数を，mJとし，部分連鎖  

に関する網内客数ベクトルを，隅＝（m温，m2，＝。，m財）  

とする。このとき，隅＝諾丑＋憲2＋…＋芯Ⅳである．ま  

たジ ノいド雇に滞在する総客数和恵（＝糎州を要素とす  

るベクトルを閑＝（γむ且，陀2，…ヲ陀Ⅳ）とするヰ   

さらに夕 本稿では混乱のない限り，確率変数とその変  

数がとる値を同じ記号で表現するものとする．すなわち，  

．㌘（∬）は確率変数∬がある値豆をとる確率とする。  

．F・才≦こ、′三   

r上＝≦丁巨  

7瓦（m）ニ  

ここで，ノード打に関するサービスポテンシャル関数  

◎宜（閃）を次のように定義する 

m  

・  、・、、・・・ 、・、、  
．、・二∴．   

用語l‾ポテンシャル」の意味は，次より明らかであろう。  

∴・   ・ －ミーニ‥ミ、ミー∴ －へ‥．・、．・－・ヤ、‡・二  

部分連鎖j∈g財について9 その網内移動経路はマル  

コフ連鎖であることは先に述べたが，その移動経路行列  

を係数とする連立方程式をトラヒック方程式という．す  

なわち，⑲。ダニ（軋か∂2，か…，拶Ⅳ，メ）とし，  

（ぬ） （1，⑮ゴ）ニ（且，⑳．グ）蒋（開放型部分連鎖）  

（Sも）  ⑬．ガ＝⑳ゴ鞘 （閉鎖型部分連鎖）  

の形をした方程式をトラヒッ夕方程式というけ 以下はこ  

れらの方程式が解をもつ場合について考える。二方程式  

（ぬ）の解鈍，．タは9連鎖jの客のノード戌への（相対）  

到着率を表しており，網外からの到着率が一定値Åゴの  

場合には，ノレド底への連鎖jの客の到着率（内艶外  

部合わせたもの）は9 Å動ゴとなる心また仁方程式（8鮎）  

は同次方程式なので，定数倍を除き解が定まり，その解  

軌，ゴは連鎖♂の客のノゝ【－ド戌への相対訪問回数を表して  

いる。すなわち，β且，ゴ＝且とした場合には，取運は，連  

鎖ゴの客がノーード且を出発したから次に再びノード且  

に戻るまでの間にノいド嘉を訪問する平均訪問回数を表  

しているふトラヒッタ方程式の解として得られる相対訪  

問団数を用いてトラヒック密度が9 嘉∈恩ふ，ゴ∈瑞軒に  

ついて次の形に定義される。  

十・  、  
（4）  7威（陀）＝  

軌（㌢む）   

劉薗率藍警咽馨ポ費おシヤ』♭関数≡開放型部分連鎖ゴに  

属する客は芦網内に滞在する連鎖ガに属する総客数隅々  

に依存する到着率和匝症をもつポアソン到着過程忙し  

たがい網外から到着する。サゝ小一＝一qビスポテンシャル関数と  

同様に9 連鎖jに関する到着ポテンシャル関数Aゴ（m）  

を定義するル   

m叩乱  

（5） 舶m）＝調見方（ゐ），Aゴ（の）ニ榊）∩  
ノTJこ＝一二こニ   

用語「ポテンシャル．j は，次のことから自然であろう。  

′か、  、′▲八一、 Åゴ（m」【1）  
（6）  Åメ（m）ニニ  

Åゴ（隅）  

到着率が網内客数に依らず一定値鬼．タをとる場合には9  

裾擁〒婿となる仲 また，部分連鎖ゴが網内客数が  

勘である閉鎖型の場合には，  

（7） 

梱＝寛芸；…≡急  

とするる   

記号⑳変貌≡待ち行列網の横形式解を簡単に表現するた  

めには∴ベクトル表現に関するいくつかの定義をしておく  
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関数A（m）とする・第一形式の網では，これらはベク  

トルの各要素を変数とする関数の横形式，すなわち，  

JV Ⅳ  

（14）坤）＝n叫陳‖）（＝n叫れ壷）），  
£＝1  i＝1  

ノード五（∈JⅣ）に関するトラヒック密度ベクトルを・  

仇＝（軋1，p壷，2，…，β岬）とする・  

2．3 積形式解  

第一形式：待ち行列網の状態が諾である同時確率は，  

次のような積形式に得られることが知られている・  

凡才 JV 」Ⅴ  

（9）P（芯）＝CIIAゴ（mゴ）口◎榊itl）n打点（諾£）  

J＝1  五＝1  盲＝1   

ここで，豆∈JⅣについて，  

（10）  煩慮）＝思p㌘i  

であり，Cは諾がとり得るすべての状態について確率  

（9）の和が1となることから得られる正規化定数とする・   

とくに，総ての部分連鎖が閉鎖型である場合には，  

（11） P（諾）＝ 誌（昔五），  
鶴（諾豆）＝◎“‖∬五lり灯恵（諾豆）  

となる・ここで，勘を連鎖Jの網内客数，網内客数ベ  

クトルを∬＝（∬1，∬2，‥・，∬財）とする・G（∬）は次  

の形に定まる正規化定数である．   

JV  

（12） G（∬）＝   ∑  H曾‘（勘卜  
符1＋打2＋…＋正Ⅳ＝」打£＝1   

この正規化定数をいかに効率よく計算するかが待ち行列  

網モデルの応用に際しては重要な問題となる．その計  

算法としては，以下のようなたたみこみ演算によるもの  

が一般的である．すなわち，切目q2を例にとり，たたみ  

こみ演算を，   

（飢＊ヴ2）（∬）＝ ∑甲府）曾2（∬一諾）  

0＜肥＜」打   

と定義すると，正規化定数は次の演算により得られる．   

（13）   G（∬）＝（飢＊ヴ2＊…＊吼Ⅳ）（茸）・   

本稿では，積形式解（9）を第一形式ということにする．  

この第一形式の積形式解をもつ待ち行列網は，BCMP  

網といわれ広く応用に用いられている．また，この種の  

網の内，1連鎖のみをもつ網はJackson網といわれて  

いる．   

第二形式：第一形式の積形式解をもつ網を以下のよ  

うに拡張する．網全体に関するサービスポテンシャル関  

数と到着ポテンシャル関数を，正実関数◎（陀），非負実   

1998年5 月号  

凡才  

A（m）＝nA．ブ（mブ）  
j＝1  

（15）  

の形をとっていた．しかし，これらのポテンシャル関数  

が積形式にはならない場合にも網の状態の同時確率が横  

形式に得られる場合がある。第2．1節に示したモデルで  

は，ノード豆におけるサービス率はそのノードに滞在  

する客数に依存し，ポテンシャル関数から（4）の形に得  

られた．この関係を拡張し，ノード哀のサービス率はそ  

のノードに滞在する客数のみならず，網全体について各  

ノードの滞在客数，すなわち，偶に依存するものとし，  

網の状態が陀であるときのノード豆のサービス率↑虞（れ）  

はポテンシャル関数を介して，  

◎（れ－e宜）  

（16）  7豆（陀）＝   

◎（門・）  

の形に与えられるものとする．また，連鎖Jに属する客  

の到着率も第2．1節のモデルでは，その連鎖に属する網  

内客数に依存してポテンシャル関数から（6）の形に得  

られた．この関係を拡張し，連鎖jの客の到着率は網  

全体の状態mに依存し，ポテンシャル関数を介して，  

A（m＋eメ）   

A（m）  
（17）  入j（m）＝  

と与えられるものとする．ここで，関係式（16），（17）に  

おいて，e虚，ejはそれぞれ乞，J方向の単位ベクトルと  

する．このとき，待ち行列網の状態が〇である同時確  

率は次の形に与えられる．   

JV  

（18）  P（∬）＝CA（m）坤）門灯£（訂瓦）・  

豆＝1  

横形式解（18）を本稿では第二形式の横形式解というこ  

とにする．  

3。システム性能評価への応用   

3．1 セントラルサーバモデル  

待ち行列網モデルをコンピュータシステムの性能評価  

に応用した最初のモデルは，図乱1に示されるようなセ  

ントラルサーバモデルといわれるものであった。このモ  

（27）281   
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デルでは，ノレドはぴPU，DISⅨといったハードウエ  

ア資源に対応付けられ，性質の異なるサブシステム（例  

えばヴ バッチサブシステムとオンラインサブシステム）  

が部分連鎖に対応付けられている。このをデルの拠り  

所となって－いるのはゃ 第・】山形式の積形式解である」，ポテ  

ンシャル関数が（乱4）のような横形式になり，その結嵐  

正瀾化定数がたたみこみ演算（且3）により効率良く計算  

できる小 また，応用に際しては，開放型申 開鎖型の部分  

連鎖の混在する混合型の待ち行列網をデルが利用できる  

ようになった事がその適用範囲を大きく広げる審になっ  

た心 実用化に際してはタ コンピュ・一夕の健界と待ち行列  

網モデルとの間をとりもつ使いやすいインター・フェイス  

と仁様々な性能評価指標を高速に計算するための計算エ  

ンジンが必要となるu このた軌 実用化を臥指し，様々  

な工夫を凝らした性能評価パッケージが開発され∴製品  

化されてきたか・コンビュー爪夕の世界が，汎周機の時代か  

らオー、・1・・プンシステムの時代に推移するに従い，その流れ  

に沿った改良9 改善が行われてきているが，待ち行列網  

モデルの応用という視点から見れば第一形式の積形式解  

をもつモデルの範囲に留まっていると言えよう。  

の平均保留時間は9 方路豆∈g財について，1ル宜とす  

る¢腰ニ（飢ヲぶ29…，ガ財），交換機嘉の接続回線数をご五9  

．  ．－・ 一 －：・・．J・．  ∴．）  

とするu このとき9 状態諾に関する定常状態確率は次  

のような横形式に褒現できるや  

（瑚   
脛（∬）＝C偶（  

ここで，αは正規化定数，Å（詔）は，  

㈲  Å 瑚 
の形をした全体の状態に依存する到着ポテンシャル関数  

である。ただしヲ   

、  、∴．・・・・、∵ －′・－、∴よ  

図3：回線交換モデル  

・くC！ien－：S  S8Ⅳe「System  

図2：セントラルサーバモデル  

認Q認 盟層型緒亀術・列網  

第3。且節に示したセントラルサーバモデルでは，競  

合を発生するシステム資源としてハードウエア資源を考  

えていた。しかし9 実際のシステムにおいては9 ハード  

ウェア資源のみならず，ソフトウエア資源による競合も  

性能に大きく影響している。しかし，ソフトウエア資源  

とハ、－一ドゥエア資源は同種の競合資源とみなすことはで  

きず，両者の保留関係を的確にとらえたモデル化が必要  

とされるら このため9 従来の待ち行列網モデルを2層に  

重ねたような9 2層型待ち行列網（Two一旦野e‖如eⅦeing  

Neもwoyks）が提案されている聞け 2層型待ち行列網モ  

デルは9 図4に示されるように，上位層（Wpperlayer）  

と下位層（鮎0Ⅵ7er鼠ayer）から構成されるp 上位層を構  

成サるノー－－ドをステb一一“－『ション，下位層を構成するノー  

ドをキェ、－－とよぶことにする。上位層における客の移動  

オペレーションズー⊃ リサーチ   

、・・・－・・：、さ∴h．了  一  

第二形式の横形式網モデルの応用として，次のよ  

うな例をあげることができる。図 3 に示すように，  

各々 ぶ鼠，ぷ2〉。。，ぶ財 本の回線容量をもつ交換機に，  

Å且，Å2，…，Åjぼの発生率をもつPo豆ssのm到着過程にし  

たがい接続要求が発生するとする。接続要求はまず9 そ  

の交換機に空き回線がある場合にはそれを確保し9 さら  

に，各交換機の先にある共通の交換機0（端本の回線容  

量をもつ）に接続要求をしり 空き回線がある場合にはそ  

れを確保する。交換機ぶ0に空き回線が無い場合には，  

たとえ前段の交換機で回線が確保できていたとしても呼  

損になる。接続呼の回線保留時間は一般分布とし9 そ  

2愚慧（28）  © 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.



Process Layer 
P「oce88Notwo「k  

Tran5iaCtion£   
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図5：プロセス競合モデル  

図4：2層型待ち行列網モデル  

もかかわらず，プロセスが陸路となり性能が出ない場合  

や，一部のプロセスのみが割り当てを受けやすくなる，  

等々の問題が発生する．   

設備共用モデル：一つの設備を二種類の作業で共用す  

るモデルを考える．作業1，2は各々到着率入1，入2のポ  

アソン過程にしたがい到着する．作業者は共用の設備を  

用いて作業をする．設備の使用時間はどちらの作業につ  

いても平均1ルの指数分布にしたがうものとし，サー  

ビス規律は先着順とする．作業1には2人，作業1には  

1人の作業員が当たる．このようなモデルは，図6の  

ように，共用される設備を下位層のキュー，作業1，2  

を上位層の二つのステーション1，2に対応付けること  

により，2層型待ち行列網を用いてモデル化できる．  

tわp8rlay併  

経路は混合型であって良く，その部分連鎖をタイプとよ  

ぶ・ステーション乞のサーバ数は一般に，た五（≧1）で  

あり，到着客は滞在客数（自分を含め）がサーバ数以下  

なら直ちに下位層に移動する．下位層では，上位層のス  

テーションに対応した部分連鎖にしたがいキュー間を移  

動し，再び上位層の同じステーションに戻ってくる．客  

が下位層に移動してから再び上位層に戻るまでの時間  

は，出発元となった上位層のステーションにおけるサー  

ビス時間とみなされ，サーバは他の客のサービスは行え  

ない・その結果，サ←バ数た豆をもつステーション宜か  

らは，最大た五人しか下位層に入ることができない．滞  

在客数た宜に出合った客は，サーバが空くまでアウトス  

タンデイングキュー（outstandingqueue）といわれる  

待ち行列中で待つ．このモデルの応用例としては，以下  

のようなものが考えられている．   

プロセス競合モデル‥コンピュータシステムでは，ト  

ランザクションの処理を行うためにはまずプロセスとい  

うソフトウエア資源の割り当てが行われる．CPUをは  

じめとするハードウエア資源の割り当ては，このプロセ  

スを対象として行われるため，プロセスの割り当てを受  

けられないトランザクションは，たとえハードウエア資  

源に余裕があってもその割り当てを受けることはできな  

い・システム設計においては，全体性能の向上のため，  

プロセス割り当てを無制限に行うのではなく，図5のよ  

うに，性格の異なる処理毎に割り当てるプロセス数に制  

限を設けることがある．このとき，割り当てプロセス  

数を適切にしないと，ハードウエア資源に余裕があるに   

1998年5月号  

図6：設備共用モデル   

分解近似法：上位層のステーションがすべて無限サー  

バの場合には，2層型待ち行列網モデルは横形式解をも  

つが，それ以外の場合には横形式解は得られないことが  

（29）283   
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とする。上位層の状態が9 陶のとき，下位層に滞在する  

客数（ゐ鼠，彪2）は9 た1＝mim（開且，2），克詔＝mim（れ2，且）で  

あるけ、このとき，ステーション威のサービス率は各連鎖  

のスルー∵プット項刺に等しいと考える。すなわち，   

、●  －●   － －－   

と考え，この関係を満足するポテンシャル関数◎（閃）を  

関係式（25）を通じて求めようとするものである。しか  

しながらヲすべての閑≧⑬について，（25），（26）を満た  

すような◎（閑）を【山意に決めることは残念ながらできな  

い．それは9次の例から明らかであろう。◎（2，2）を求め  

るのに，◎（且）］し）から，（且，軋）→（2，1）→（2，2）のルー  

トで計算するとク マ孔（2フ乱）＝γ鼠（2，且）＝◎（1，1）／◎（2，1）  

およびマ2（2：，2）＝7篭（2，且）＝◎（2，孔）／◎（2，2）より，  

伽厨温野6『  

＄惚嘘の皿且  

知られている。この場合には9 何らかの近似解法を考え  

なければならない。ここでは，止催層と下位層を分解す  

る形の近似法を多 設備共用モデルを例にとり紹介する。  

図7に示されるように9 下位層は，客数（彪且，殿2）（＝勉）  

をもつ閉鎖型2連鎖網とし，サービス時間Ⅷの仮想ノーー  

ドⅤま，V2を単位時間に通過する客数（スル、－一プット）  

・    ご・・‥ミ・  ・   －・． ．′ ・－  

ると，  

◎（1っ且）  

：、・－1   
T鼠（2，且）乃（2，≠）  

となるが，（1，軋）→（軋92）→（2，2）のルートで求めると，  

・・‥  う  
◎（2，2）串  

γ且（2，且）乃（1，1）  

となり，ル←トによりポテンシャル関数の値が異なって  

しまう山 ルーーートの決定法は今後の研究による。  
1（ゐ且＋  

（22） 厨（た且，彪2）ニ   
／ －． ∴： ．こ．－  

より9α（た且，ゐ2）＝胴町坤新税 となり9た且≧且に  

ついて9  

、 ・∴．・、  

コンピュータシステムにおける待ち行列モデルの利用  

の歴史はヲ 通信関係の分野に比べるとまだ浅い。また，  

この分野は技術革新が速いため，設計技術を支援すべき  

理論やモデルが追いついていない9 という正直な実感が  

ある。また，この分野には，従来の応用分野には現れな  

かった形の競合問題，混雑問題が多数存在している。現  

実世界から要求される性能評価の当面の要請に応える努  

力とともに，このような基本問題の解決にむけた努力も  

続けられるべきものであろう。本稿は，サーベイを目的  

としたものではないので，文献は川を補完資料として  

頂きたい  

こ、・   ‥・」  ］し  た且  

・・、∴・・、、  
・ ・ ∫・・  

∵、：、∴）  

項恥輯＝¢となる小乃（ゐ且っ彪2）について－も同様な関係が  

得られる。上位層は2連鎖からなる開放型待ち行列網と考  

える6ステーション且9 2の滞在客数を，（町陀2）（＝閑）  

とするけ本モデルでは，Å（隅）＝A（れ鼠，閃2）＝入冒1Å冒2と  

なる。各ステーー鵬ションにおけるサービス率は，そのステ、一山r－  

ションの滞在客数のみならず9 他のステーションの滞在  

客数に依存して変化する‘，分解近似法はゃ 上位層に第二  

形式の積形式網モデルを仮定し9 この依存関係をみたす  

ようなサー劇ビスポテンシャル関数◎（孤）を近似的に定め  

ようとするものである。ステレション乱，2における平均  

サービス要求時間を，卵戊＝㍉勘巨＝且とし9 β且ニÅ且／卵乱，  

β2＝A2ル2とするの このとき9 上位層の状態確率を次  

の形に仮定する。   

（24）  厨（陶）＝ぴ◎（開）β晋iβ冨2   

このとき，ステーション戌のサーービス率は開に依存し，  
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