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和文概要 〟［ズりG／1システムは〟／G／1システムを拡張しメッセージが集団で到着する場合をも許すモ  

デルであり，〟／G／1システムと同様に多種のモデルに関する解析が望まれるが，未だ解析されていないモデ  

ルが少なからず存在する．そこで本稿では，サーバの休止期間であるバケーションがない場合とある場合の両  

方について，ランダム順処理規則ROS（RandomOrderofService）に従うゲート式M［X］／G／1システムを考  

察した・まず，遅延サイクルの考え方を用いて，バケーションのないROS型ゲート式〟【ズりG／1システム  

の待ち時間の確率分布関数のラプラス・ステイルチェス変換（LST）を導出し，その2次までのモーメントを  

得た・次に，サービスサイクルの考え方を用いて，バケーションのあるROS型ゲート式〟［ズりG／1システ  

ムの待ち時間分布のLSTを導出し，その2次までのモーメントを得た．その結果を数値計算によりグラフに  

表示し，特性を考察した．  

1．序論  

M／G／1システムは、基礎的待ち行列理論の中でも特に代表的なモデルである（Kleinrock［8］）。  
メッセージは到着率Åの定常ポアソン過程に従って到着し、一般的な分布関数に従うサービ  

ス時間だけ処理を受ける。サーバは1人である。従来より通常のモデルのみならず、ゲー  

ト式サービスやバケーションのあるモデルなどさまざまなモデルについて研究がなされ、  

それらの結果は高木［10］にまとめられている（参考文献は［10］に挙げられているので本稿  

では省略する）。また、M［X］／G／1システムはM／G／1システムを拡張しメッセージが集団  

で到着する場合をも許すモデルであり、M／G／1システムと同様に多種のモデルに関する解  

析が望まれるが、未だ解析されていないモデルが少なからず存在する。そこで本稿では、  

バケーションがない場合とある場合の両方について、ランダム順処理規則に従うゲート式  

M凶／G／1システムを考察する。   

バケーションとは、ある規則および間隔でサーバが機能を停止するものである。このモ  

デルは、処理施設が本来の処理を停止しメンテナンスを行なう場合や、データ通信のため  

のポーリングシステムにおいて個々の端末に着目した性能解析などに適用される。なお、  

本稿では、多重バケーションの場合についてのみ考察するが、単一バケーションや準備時間  

のある場合についても待ち時間を計算することは、同様の方法により可能である。   

ゲート式サービスとは、サーバの前に待合室が2つあって、その間にゲートがあり、以  

下のような規則に従ってゲートが開閉するシステムである（図1）。  

バケーションのない場合  

サーバが稼働中はゲートは閉じており、サービスが完了したときに2番目の待合室が  

空であればゲートが開く。ゲートが閉じている間に到着するメッセージは1番目の待  

合室に収容され、ゲートが開くと直ちにそれらのすべてのメッセージが2番目の待合  

室に移動する。またメッセージがないときはつねにゲートは開かれ、メッセージが到  

459   

© 1996 The Operations Research Society of Japan



川崎・高木・高橋・長谷川  460  

著すると直ちにサービスが始まってゲートは閉じる。  

バケーションのある場合  

サーバがサービス中あるいはバケーション中には、ゲートは閉じている。サーバが  

バケーションから戻ってきた瞬間、ゲートが開き、1番目の待合室にいたメッセージ  

すべてが2番目の待合室に移動する。そしてゲートが閉じ、2番目の待合室にいる中  
からランダムに選ばれたメッセージがサービスを受ける。2番目の待合室にメッセー  

ジがなくなるとサーバはバケーションをとる。もしバケーションから戻ってきた時に  

1番目の待合室にメッセージがない場合には、もう1度バケーションをとる。以‾‾Fこ  

れを繰り返す。   

ランダム順処理規則ROS（Ran（tOlnOrderofService 
開始時点で存在するメッセージのうち1つが等確率で選ばれサービスされる処理規則であ  

る。すなわち、サービス開始時点でメッセージが氾個あるときそれぞれのメッセージが1／7－  

の確率で選び出される。この処理規則に該当するものには、1本の通信回線を多くの端末が  

共有し多重通信を行なうランダムアクセス方式の代表的プロトコルであるCSMA（〔1arriel・  

SenseMultIiI）1eAccess），さらにはより高連な通信を目指したFDDI（FiberDistribute（1Ⅰ）ata  

Interface）・DQDB（DistributedQueueDualBus）7CRMA［1］（CyclicReservationMultil）1eAc－  

cess）等がある。例えばCSMAにおいては，送信するメッセージを保有する端末は同時送信  

の結果生じる回線上での複数のメッセージの干渉が生起する確率をできるだけ小さくなる  

ように，自律分散的に回線上へ送出するタイミングを決定するために，ネットワーク全体を  

観察したときに複数のメッセージが存在する場合に，これらが送信される順序はそれぞれの  

発生時点にはほとんど依存しない．従って通信回線をサーバとして，このシステム全体を待  

ち行列モデルとして記述するときに処理規則はランダムと見なすことができる．〔tRMAは，  

リング状の回線に端末が継っており，送信に先立ち，ヘッドエンドと呼ばれる送信端から送  

出される予約用のスロットに送りたいメッセージ数を全端末が書き込み，その結果に従って  

必要な空のスヒットが生成され，送信端に近い端末から予約した数だけメッセージを送信す  

るネットワークである．送信が継続中に到着したメッセー・ジは，次の予約スロットまで送信  

が抑制される．従ってこの予約スロットを回線上に送出するのは，本稿で考察するモデルで  

はゲートを開放することに相当する．またメッセージは発生順にスロットが確保できるの  

ではなく，どの端末に発生するか，その端末のヘッドエンドからの位置に大きく．依存するの  

で，ゲートが開放されたときに存在するメッセージは，発生時点に依らず，ランダムに送信  

される・本稿で考察する待ち行列モデルは以上述べたように，近年の高速LAN（LocalArea  

Netrwork），MAN（MetropolitanAreaNetwork）などの1本の通信媒隼を共有する通信システ  

ムのモデル化に適用可能と思われる．   

また、集団到着のある場合にはそのサービス規則について2種類考えられる。ひとつは  

各々の集団を1つのスーパーメッセージとみなし、スーパーメッセージ単位でランダム順  

サービスを行ない、集団内では各々のメッセージのサービス順は，例えば，先頭から，ある  

いは最後尾からと予め決まっているものである．同じスーパメッセージに属するメッセージ  

は同時に到着するので，待ち時間分布に関しては，先頭から，最後尾から，あるいはランダ  

1番目の待合室  2番目の待合室  

ニト○  メッセージ  

ゲート  
サーバ   

Figurel．ゲート式サービスのモデル   
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ム順のいずれの規則で処理しても同じになる．従って以下では，ランダム順に処理すると仮  

定して議論を進める．もうひとつは、スーパーメッセージに無関係にすべてのメッセージか  

らランダムに選ぶものである。後者の場合に関しても、まだ研究されていないが、本稿では  

前者の場合に関して考察を加える。   

これまで集団到着のある場合について解析されているもの上しては、Burke［2トChaudhry  

andTeInPleton（【3］の172ページ）、Cooper（［6］のう・10節）、Kleinrock（［8］の23うページ）、高  

木（［10】の44ページ）などがあるが、いずれもROSは扱っていない。また、これまでROS規  

則に従う非ゲート式M／G／1システムは、Cohen（［4】のIII．3．3節）、Conolly（［5］の5．3．う節）、  

KingInan【7］、Tak去・CS［9ト高木（［10］の40ページ）において解析されている。また、ゲート式  
サービスについては、集団到着がなく後着順サービスの場合を〔100pel、（［6］の267ページ）、  

高木（［10］の205ページ）が取り挙げている。   

本稿の構成は、次のとおりである。2章では遅延サイクルの考え方を用いて、バケーショ  

ンのないROS型ゲート式M［X］／G／1シズテムの待ち時間の確率分布関数のラプラス・ス  

テイルチェス変換（LST）を導出し、その2次までのモーメントを計算する。3章ではサー  
ビスサイクルの考え方を用いて、バケーションのあるROS型ゲート式M閃／G／1システム  

の待ち時間分布のLSTを導出し、その2次までのモーメントを得る。4章では2、3章での  
結果に基づいてそれらのモデルでの待ち時間の平均および変動係数の数値計算を行い、そ  

の結果について考察する。   

以下において、メッセージのサービス時間分布関数、そのLST、平均、壱次モーメント  

をそれぞれβ（∬）、β火（・S）、み、ら（壱）と表す。また、集団のサイズCがた（た＝1，2っ…）である確  

率を動いその母関数をC（z）、その平均をg、壱次階乗モーメントをタ（i）とする。システムが  

安定であるための必要十分条件として、トラヒック密度（サーバの稼働率）β竺Åタあは1よ  
り′トさいと仮定する。   

2．バケーションのないROS型ゲート式M［X］／G／1システムの待ち時間の解析  

この章では、遅延サイクルを用いて、バケーションのないROS型ゲート式サービスの場合  

の待ち時間分布のLSTを導出し、その2次までのモーメントを求める。まず、2．1節で遅  

延サイクルについて説明し、そのモーメントを与え［8ト 2．2節で集団到着のない場合につい  

て待ち時間分布のLSTを導出する。さらにそれを用いて 2．3節で集団到着のある場合につ  

いて待ち時間分布のLSTを導出し、モーメントを計算する。   

2．1．遅延サイクル   

バケーションのないシステムでは、サーバが休止（アイドル）中に集団メッセージが到  

着すると直ちにサービスが開始される。図2のように、サーバが休止中に到着した集団メッ  
セージのサービス時間の合計を∂。、その集団メッセージのサービスが終了してゲートが開い  

たときに1番目の待合室から2番目の待合室に移動したメッセージすべてのサービス時間の  

合計を∂1とする。β1の間に到着したメッセージすべてのサービス時間の合計をβ2とする。以  

下同様にしてβmを定義する。図2では軋の間にメッセージは到着していないが、このとき  

サーバは休止する。∂0のはじめから軋のおわりまでを遅延サイクルと呼ぶ。   

βmい乃＝0，1，2？…）の確率分布関数、およびそのLSTをそれぞれβm（ご）、β㌫（5）とする。  

β叫1はβmに依存し、その長さはβmの間に到着したメッセージのサービスに要する時間の  

和となる。従って、集団到着のない場合では次式が成り立つ（［8］の5．10節）。  

（2・1a）  ∂岩（5）＝ β＊（5）  

（2・1b）  βニ叶1（さ）＝ βニい一入β＊（占）】 m＝0，1、2，・‥  

（2．1）をそれぞれ微分し、・5＝0を代入すると、次式を得る。  

（2．2a）  且［瑚 ＝ ら   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



462  川崎・高木・高橋・長谷川   

サ ゲートの閲放  

－－■－ メッセージの到着  

…‥－ メッセージの退去  

トlの  

＝合室 二」‘▲  

1二：lの  

時刻   

ーノ〈  
♂l，  βl  β  サーバ イ木1上  

休lj二   

遅延サイクル   

Figure2．遅延サイクル  

（2．21））  且［∂m＋1］＝ β且［βm］ ロー＝0，1，2、・‥  

ここで、β＝Åらである。β＜1を仮定しているので、（2．2）より、次式を得る。  

（2・3a）  恥］＝ 
1β  

同様にして、2次および3次モーメントの和が次式のように得られる。  

ゐ（2）  

∑∴二‘・－＿  

m＝0  

且帽  
m＝0   

（2．3b）  
（1一班1一〆）  

占（3）  3スβ（占（2））2  

（2．3c）  
（1一両（1一〆）】（1－バ（1一〆）（′1一〆）   

また、集団到着のある場合には以下のようになる。  

（2・4a）  β芸，。（5）qβ＊（5．）］  

（2・4b）  β言卿＋1（5）＝ β芸，mい一描［β＊（β）］］ m＝0、1，2，‥・  

したがって、集団到着のある場合において（2・3）に対応するものは、（2・3）においてβ＝スタらと  

し、みのかわりにがを、あ（2）のかわりにタ紳＋タ（2）㍍を、押のかわりにが伺＋3タ（2）的（2）＋タ（3）ら3  

を用いた式で与えられる。   

2．2．集団到着のない場合  

集団到着のない場合、トラヒック密度はβ＝Åみである。メッセージの待ち時間を†t′、その  

確率分布関数のLSTをⅣ＊（β）とする。サーバが休止しているときと稼働しているときに分  

けて考える。サーバの休止中にメッセージが到着した場合、その待ち時間は0、そのLST  
は1である。従って次式が成り立つ。  

（2・5）  1′†′ポ（5）＝1－β＋β且［e－5－－′世sy］   

次にサーバの稼働時にメッセージが到着した場合を考える。任意のメッセージ凡‖こ注目  

し、その待ち時間を考える。〟が到着したβmの長さをま、βmの残余時間｝／′の長さをy、βmの   
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サーバ  
†M  

4β3  

Figure3．軋に到着したメッセージ勇才の待ち時間   

間に到着するメッセージが肘以外にノ個という条件を付けて考えると（図3）、β川＋1のなか  

でAグがた番目にサービスされるときの待ち時間分布のLSTは、次式のように表すことがで  

きる。  
E［e－5汀LOm＝t，1・－＝y．jarrivals，kthservice］＝e二‾Sy［B半（s）］kLl  

朋がた番目にサービスされる確率は1／（ノ＋1）なので、んの条件を外すと、  

J＋1  

坤‾βl′l′1∂77も＝け＝y・Ja・rriv叫 ＝ ∑e‾5封［β＊（5）］た‾1   L＼′」 

J＋1  

e‾βyl－［β＊（5）］汗1  

J＋11一月＊（β）  

∂”l芋‡の間に到着するメッセージ数はポアソン分布に従うので、Jの条件を外すと、  

1－［β＊（5）］汁1（力）J  
現e‾βⅥ′】βm＝り・′’＝封］  e 

一人ま  

1－β＊（β）  J！  

（力）汁1 （Å‡β＊（β））汁1  

［1－β＊（5）］Å≠  （J＋1）！  （J＋1）！  

e‾5y（1－e‾坤‾月＊（β）】 
）   

烏［1一β＊（5）］  

すなわち、Prob［y＜y≦y十み］＝句／fなので（［8］  残余時間yは［0，ま］で一様分布する。  

の5．2節）、yの条件を外すと、  

亡e‾βy（1－e一叫‾β＊（5）］ 
）み  

町β一々′l∂m＝ま］＝ 
上   力［1－β＊（5）］  

（1－e‾5ま）（1－e‾叫‾β＊（彗  

Åf2［1－β＊（5）］5  

βmの長さが［≠，≠＋呵である確率は、Pro坤＜軋≦そ＋呵＝まd∂刀－（ま）／且［βm〕なので（［8］の  

5．2節）、‡の条件を外すと、  

（1－e‾βf）（1－e‾叫‾β＊酬 
）≠dβm（り  現e‾β－－7！a・rri、7allatβm］  

Åま2［1－β＊（5）］5  

（1－e‾βf ）（1－－e‾叫－β■（5）］ 
）  

且【βm］   

d∂”l（り   

烏［1－β＊（5）］且［βm］ま  
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〟がβ。一に到着する確率は、Prob［arrivalatβ”l］＝且［β”も］／∑芸。丘’［現なので（［8］の5・10節）  
、m・の条件を外し、（2．3a・）を用いると、  

且［β”も］  

∑芸0且猷］  

（1－e・‾ぶf）（1－一己‾叫‾β＊（叫  

Jβ”乙（子）  

可1－j㌢（さ）］‡   

（2．う）に（2．6）を代入すると、次式が得られる。  

（1－∈：「βf）（1－∈‾ 
叫トβ判】 

）  

（2．7）  －lノ’＊（▼5）＝（上－β）   “’＞ n－  

叶ト「酢（5）］ま  

Ⅳのモーメントはl′′†▼×ト亨）をきについて級数展開することにより求められる。まず、  

∞
∑
嵩
∞
∑
．
画
 
 
 

一
 
 

一
 
 

ニ
 
 

ニ
 
 

1一己‾・Sf  
（2・8）  

壱！  

（一対［1－β＊（5）りj  
一ノ＼小一β＊（β）】  

1一仁  （2．9）  

と級数展開すると、  

（1－e‾5ナ）（ト仁、項【トβ判〕 
）  

（一雨）i‾1昌（一対1－β＊（占）］）ノ‾1  ∞
∑
d
 
 

⊥
・
・
レ
 
 
＼
∧
 
 （2・10）  

可1－β＊（j臣  

告ら（ん）（一旦）ん  トβ＊（5）＝＋ 
∑  
た＝1  

を（2．10）に代入して整理すると、  

（1－e‾βt）（1－∈ノ‾叫1‾月＊（叫  ぎぺ竿（－，S）i－1入・7‾1  ・≠叶J－1  ＝Å∑∑  （2・12）   

可1－β＊（5）］≠   岩呂 壱！J！  

（2．12）を（2．7）に代入して整理すると、  

（2．13）l′U＊（5）＝  

＼
㌢
ノ
 
 

］
 
 

l
 
 

．
7
J
 
 

．
叶
m
 
 

β
 
 
 

l
 
 ∞

∑
．
回
 
 

心
∑
d
 
 

ト
 
 

∞
∑
血
 
 

〈  

（、－5）7‾1ÅJ‾1  

1＋入  （1－β）  
盲り！  

Ⅳのモーメントを2次まで得るために、（2．13）において5の3次以上の項を省略し、（2・3）  
を用いると、次式のようになる。  

Å肪］＋去卜机誓52鵬］＋芋 
［ 

粥］   （2・叫Ⅳ＊（5）＝（トヰ＋  
＼  

∑  
m＝0  
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465  

）＋0（52）］〉  十5 
2  

12   

（1＋2β＋3β2＋〆）［Åむ（2）］2  
＋0（，52）  

6（1一〆）  2（■1－β2）（1一〆）  

（2．14）より1ノ‡′rの2次までのモーメントは次式のように得られる。  

Åわ（2）  

2（1－β）  
（2・1う可  五［呵   

（2．15吊  j叩／寺′ノ’2］  

（2＋3β＋2β2）Åあ（3）．（1＋2β＋：i〆＋〆）い泄）］2   

6（1－〆）  2（1－β2）（1一〆）   

（2・15a）は非ゲート式M／G／1システムの場合（よく知られたPollaczek－Khinchillの平均値  
公式［10］の1章の（1．こ蛸a））と－一致するが、これは本システムのようにサービス規則が待っ  

ているメッセージのサー ビス時間についての情報を利用しないシステムでは待ち行列長が  

サービス規則に依存しないということ（［10］の3ページ）と、Littleの公式（［8］のう．う節）か  

ら明らかである。また、（2・1うb）は先着順サービスの場合（［10］の1章の（1．461〕））より大き  

く、ゲート式サービスの後着順サービスの場合（［10］の1章の（3．11b））より小さい。また、  

ROS型非ゲート式サービスの待ち時間の2次モーメント（［10］の1章の（3．381〕））と比べて  

も小さい。  

2．3．集団到着のある場合  

注目するメッセージを財とすれば、肘の属するスーパーメッセージがサービスされ始める  

までの待ち時間分布関数のLSTをl・ヰノノ憲（5）、それからカグがサービスされるまでの待ち時間分  

布関数のLSTをβ＊（5）とすれば、求める待ち時間分布関数のLSTは次式のように表すこと  

ができる。  

l′l′＊（β）＝Ⅵて（5）か＊（5）  

まず、l愕（5）を求める。各々のスーパー メッセージのサービス時間分布関数のLSTをβ言（5）  

とすると、  
∞  

β言（5）＝∑［β＊（β）］た翫＝G［β＊（5）］  

た＝1  

（2・7）において、β火（5）のかわりにβ言（5）を用いることにより、次式を得る。  

（2・16）榊＝（ト＋ 
ヰ真上∞  

（1－e‾5りい－e‾呵1‾叩＊（5）】） 
）  

・／／ノ∴ 小  
叫1－G［．β不（5）］）≠  

ここで、βg，m（：りは集団到着のある場合の遅延サイクルにおける、β町もの確率分布関数である。  

（2・16）のモーメントは、（2・15）において、招）のかわりにダム（2）＋タ（2）ら2を、折）のかわり  

に夕蝉）＋3g（2）ゐ腔）＋タ（3）ら3を用いた次式で与えられる。  

柏泄）＋g（2）ら2］   

2（1－β）  

（2十3β＋2〆）楠㌦）＋3タ（2）的（2）＋タ（3）ら3］  

6（1－〆）  

（1＋2β＋3〆＋〆）（柚ら（2）＋タ（2）呵）2  

2（1－〆）（1一〆）   
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次に、β＊（5）を求める（［6】の2・1節、［10］の1．4節）。〃が属する集団のサイズGがノで  
ある確率は、次式で与えられる。  

J＝1，2，‥・  

財が集団の中で占める位置の確率は各々1／ノなので、財の前にあるメッセージの数を（プ＿と  
すれば、次式が成り立つ。   

Cくノ  

Pl、叫（ジー＝Å・］＝ ∑Pro叩プー＝岬＝ノ］Prol）［C＝ノ］  
テ＝1  

＼       ＝ 捌1っ2フ…  

1  

したがって、C＿の母関数G＿（ェ）は次式のように得られる。  

町）＝ごた  
タj  

．ナ＝ん＋1  

1－C（ヱ）  

タ（1－一三）  

ガ火（5）は、財の前にあるメッセージがサービスされる時間の合計であるから、次式を得る。  

（2・18）  β＊（5）＝ C＿［β＊（5）］  

1－（プ［β＊（5）］  

扇1－β＊（5）］  

（2．18）より、βの2次までのモーメントが以下のように得られる。  

タ（2）る  

2タ  

里  

＋  

（2・19a・）  
且［β］   

（2・19b）  且［が］  

（2．17）（2．19）より、l／Uの2次までのモーメントは次式のように得られる。  

（2・20a・） 現Ⅳ］＝ 且［彷㌔］＋且［β］  

Åタ招）  g（2）ム  

2（1－β）一2タ（1－β）  

（2・20b）卯呵 ＝j叩イ′プ］＋且［が］＋2丘7［勒］且［β］  

（2＋3β＋2〆）Åタ泄）．（1＋2p＋3β2＋〆）（Åタ招））2   

6（1一〆）  2（1一〆）（1一〆）  

（2＋2β＋3〆）g（3）ら2．（1＋3β＋5β2＋3〆＋2β4）g（2）押  

6タ（1－〆）  2g（1一〆）（1一〆）  

（1＋2β＋2β2＋2〆）Åタ（2）2あ3  

2タ（1一〆）（1－〆）  

（2・20）についても、（2．15）のときと同じような諸関係が成り立つ。   
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サービス      サービス   

時刻  

Cm  Cm＋1  Cm＋2  
サービスサイクル  

f「igure4．サービスサイクル   

3．バケーションのあるROS型ゲート式M［ⅩリG／1システムの待ち時間の解析  

この章では、サービスサイクルを用いて、バケーションのあるゲート式サービスの待ち時間  

分布のLSTを導出し、その2次までのモーメントを求める。まず3．1節でサービスサイクル  

について説明し、そのモーメントを与え［10ト3．2節で集団到着のない場合について待ち時  

間分布のLSTを導出する。さらにそれを用いて3．3節で集団到着のある場合について待ち  

時間分布のLSTを導出し、モーメントを計算する。   

3．1．サービスサイクル  

1つのバケーションの長さの確率分布関数とそのLSTをそれぞれ1ノ′▼（、t－）、レ＊（さ）とする。図  

4のように、1つのバケーションの終わりから次のバケーションの終わりまでをサービスサ  

イクルと呼ぶ（［10］の109ページの図2．1）。   

いま、nl番目のサービスサイクルの長さを表す確率変数をCγれとする（〔ノ‘。は適当に定め  

る）。このとき、C－m＋1は、C”1中に到着したメッセージをサービスするのに要する時間とバ  

ケーションの長さの和となる。すなわち、（C7汀いⅢJ＝0フ1？‥・）はマルコフ過程であり、集団  

到着のない場合における〔ニー〝～の長さの確率分布関数のLSTをC荒（占）とすると次の式が成り  

立つ。  

（3．1）  〔ニーニ＋1（5）＝Cニ［Å－Åβ＊（5）］V＊（5）  

したがって、Cmの定常状態における確率分布関数のLSTを  

（3・2）  

C＊（5）全」藍Cニ（5）  

とすると、定常状態では、次の式が成り立つ。  

（3・3）  C＊（占）＝C＊［Å－Åβ＊（5）］V＊（5）  

（3．3）を微分し、β＝0を代入すると、次式を得る。  

且［V】  

1－β  

且［C］＝  （3・4a）   

同様にして、   

（3．41））β［Cア2］   

（3．4c）且［C3］  

Cの2次および3次のモーメントが以下のように得られる。1  

（1－β）且［も′′2］＋Åみ（2）現V〕＋2β岬［V］）2  

（1－バ（1一〆）  

6（β即ノ′′］、）3＋3βいら（2））2且け′］＋3入ら（2）（1＋2β2）（j叩′］）2  

（1一山（1一〆）（1一戸3）  

3β（1＋2β）且［V拷［t′2トト3βÅら（2旭［t′2］  Å泄）j叩′］  且［VT3］  

＋   
（1一〆）（1一〆）  （1一山（1－〆）■1一〆  

1（3．4c）は、高木［10］の208ページのQ（、3）（1）に対する式（5，22b）の誤植を訂正した結果と一致する。   
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M  時刻  待ち行列  

k－1個のサービス  

C m．1  Cm ＝t  

Figulでう．〔－”てに到着したメッセージ〟の待ち時間   

集団到着のある場合も同様にして次式を得る。  

（3・5）  〔、r；トぺ）＝〔‘ご［Å一入qβ火（翔一′＊（▼5）  

ここで、C一言（5）は、集団到着のある場合における、サービスサイクルの長さの確率分布関数  

のLSTである。   

3．2．集団到着のない場合   

集団到着のない場合には、図5のように、注目するメッセージカグが到着したぐれtの長さ  

を才、C”－の残余時間i′の長さを〃、〔■Y刑の間に到着するメッセージが」け以外にノ個という条  

件を付けて考えると、Cm＋1のなかで朗がん番目にサービスされるときの待ち時間分布関数  

のLSTは、次式で与えられる。  

E［e－St’1’’lCm＝i，Y＝y．jarrivals，kthservice］＝e‾Sy［Bポ（s）］k－1  

2．2節と同じようにして順次条件を外していくと次式を得る。  

（1－e‾βt）（1－e‾坤‾β判］）≠dC－（り  

（3・6）  Ⅵ′′＊（5）＝上∝j  

＝上∝J  

Å≠2［1－β＊（5）］5  

（1－e‾5刊1－e－坤【β＊（彗  

現C］   

－／「、－／－  
烏［1－β＊（5）拷［C］f  

（1－e‾βり（1－e‾叫‾β明 
）  

dC、′（り  
可1－β＊（5）］ま   

ここで、2．2節と同様に（3．6）に（2．8）（2．9）（2．11）を代入して整理すると次式を得る。  

（－・5）l‾1Å∫‾1  

・現C叶ノ‾1］  （3・7）   lγ＊（β）＝   

より！   

次に（3．7）からtl′rのモーメントを求める。（3．7）は次式のように書き直すことができる。  

〈瑚＋去（舟芳2）椚＋誓嘲  

（畔卜去 （一岬3】）＋学研］＋0（52） 
〉   

1－β  

且［l／／r］  

－5  

＋す  

（3・8）   彷′r＊（▼5）  
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十
 
⊥
 
 

／
／
し
 
 

＼
J
 
 

r
l
且
 
 

＼
＼
ノ
 
 
 β

′
 
 

C  
Åら（2）且【（丁2］  3β＋2〆）g［  

12  

（1一〆）且［Cナ2］  

1－．S・   

2β2）現C′－3］  、－ ト ∫′  

2 丘1［り  
＋0（52）  

（：う．8）と（3．4）を用いて一斗ノアの2次までのモーメントは次式のように得られる。  

（1一〆）且［C’2］   

（3．9a）且［1ヰ／r〕  
2丘’［l・′］  

Åら（2）lβj叩′′］j叩・▼2］ ’ 
＋」■‾」＋  

2（1－β）▲1－β 一2丘け］  

Åが2）且［C2］（2＋3β＋2〆）且［C3］  
（3月b）和明  

6  

（2＋3β＋2β2）入折）（1＋2β＋3β2＋〆）［Å泄）］2   

6（1一〆）  2（1一〆）（1－〆）  

（2＋うβ＋6〆＋6〆＋2〆）入招）j叩ノ▼］．〆（2＋3β＋2β2）（j叩／′］）2  

（1一〆）（1一〆）  2（1一〆）（1一〆）  

β（1＋2再（2＋3β＋2β2）且け丁2］  

2（1＋バ（1－〆）   

（1＋2β＋3β2＋〆）Åあ（2）j叩′′2仁（2＋3β＋2β2）j叩′3］  

2（1＋バ（1一〆げ［V］   6（1＋β＋〆）且［V］   

（3．9a・）の右辺の第1項と（3．9b）の右辺のほじめの2つの項は、バケーションのない場合  

のそれぞれのモーメント（2．15a・）（2・15b）と同じ式であり、従って（3・9a）（3・9b）はj叩′］→  

0っj叩′／r2］／且［V］→0，且［t／γ3］／且［V］→0のときそれぞれ（2・15a）（2・15b）に近づく。また、（3・9al）  

から、バケーションのあるゲート式れりG／1システムの待ち時間の平均はサービス順に関係  

なく等しいことがわかる（これもLit・tleの公式から明らかである）。また、（3．91））は、バケー  

ションのあるゲート式M／G／1システムの先着順サービスの場合（［10］の2章の（5・241）））よ  

り大きく、同じモデルでの後着順サービスの場合（［10］の2章の（5．62b））より小さい。また、  

（3．9b）をバケーションのある非ゲート式ROS型M／G／1システムの待ち時間の2次モー  

メント（、［10］の2章の（3．18b））と比べると、j叩′・′ブ］の値によって大小関係が変わることがわ  

かる。  

3．3．集団到着のある場合  

集団到着のある場合には、2．3節と同様に、次式が成り立つ。  

l′†／′r￥（ts）＝Ⅵ・憲（5）β＊（・S）   

まず、†ヰノ憲（5）を求める。各々のスーパーメッセージのサービス時間分布関数のLSTを  

β言（5）とすると、（3・6）において、β＊（ts）のかわりにβ；（5）を用いることにより、次式を得る。  

∝・（1－e‾βf）（1一一e‾叫1‾叩＊（5）］） 
）  

一輝＝ 完．上   dCg（り   （、3・10）  
叫1－G［β＊（5）冊  

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



川崎・高木・高橋・長谷川  470   

（3．10）から得られるモーメントは、（：i．9a）（3．9l））において、拒）のかわりにタら（2）＋〟（2）わ2を、  

ら（3）のかわりに夕蝉）＋3ダ（2）ら泄）＋タ（ニヨ）ら3を用いた次式で与えられる。  

柚ら（2）＋タ（2）呵．βj叩′′・r］即′ノr2］ － 

（3・11a）現1ヰノも］   

（3・11t））印1′憲］   

＋▲ L」＋   

2（1－β） lトβ ■2丘丁［lノ′］  

（2＋3β＋2β2）柚わ（3）＋3タ（2）的（2）＋タ（3）み3】  

6（1－〆）  

（1＋2β＋3β2＋p3）（柚ら（2）＋タ（2）呵）2  

2（1．一〆）（1「呵  

（2＋5β＋6〆＋6〆＋2〆）Å（ガム（2）＋タ（2）わ2）印′γ］  

2（1一〆）（1¶〆）  

〆（2＋3β＋2β2）げ［tノナ］）2   

（1－〆）（1一〆）  

β（1＋2バ（2＋3β＋2β2）且［lノ′′2］  

2（1＋両（1一〆）  

（1＋2β＋3β2＋〆）柚わ（2）十タ（2）町叩′′｝2］  （2＋3β＋2β2）互［lノ∴う］  

6（1＋β＋〆）且［t′′］   2（1＋バ（1－β3げ［1′／r］  

次に、ガ×ト5）は2．3節と全く同じであり、（2．18）（2．19）が成り立つ。（3．11）（2．19）より、Ⅵ／’  

のモーメントは次式のように得られる。  

Åタら（2）   タ（2）ら  且［l′′▼2〕  

＋  
ラ所  

（1＋2β＋3β2十〆）（スタみ（2））2  

（3．12a）ヱ叩／‡′r］   

（3．12b）j叩巧′′2］  

2（1－β）■ 2タ（1－β）  

（2＋3β＋2β2）Å夕蝉）  

6（1－〆）  2（1一〆）（1一〆）  

（2＋2β＋3〆）タ（3）ゐ2（1＋3β＋う〆＋3β3＋2〆）タ（2）ら（2）  

6タ（1－〆）  2タ（1一〆）（1一〆 ）  

（1＋2β＋2〆＋2〆）旬（2）2ら3（4＋7β＋6β2＋4〆）Åタ（2）ら2且［t′j  

2（1－〆）（1－〆）  2タ（1一〆）（1一〆）   

（2＋5β＋6β2＋6〆＋2β4）Åタ泄）現も′γ］  

2（1一〆）（1－〆）  

〆（2＋3β＋2β2）（且［V］）2   

（1一〆）（1－〆）  

β（1＋2バ（2＋3p＋2β2）且［1′ノ′2］  

2（1＋両（1一〆）  

（1＋2β＋3〆＋〆）Åタ折）即′ノア2］  

2（1＋鍬1一〆）β［Ⅴ］  

（1＋2β＋2β2＋2〆）タ（2）ば［l′2］   

2タ（1＋両（1一〆）g［1／′r］  

（2＋3β＋2β2）j叩′3］  

6（1＋β＋〆）且［1／7］  

（3．12）についても、（3．9）のときと同じような諸関係が成り立つ。   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



ランダム順ゲート式財卑α1  4アJ  

4．数値計算  

以上のモデルにおいて得られた待ち時間分布に関する解析結果を以下の具体例に適用し、  

待ち時間tケ「の平均および変動係数を図6～9に示す。ここで、変動係数C－γは次式で定義さ  

れる。  

且［彷′2トげ［l′Ⅴ］）2  
・   

ー・・l   

且［l′1′′r］   

サービス時間の分布関数としては、集団到着のない場合では、指数分布、5次のアーラ  

ン分布、－・一定分布（各サービス分布とも平均は5）を仮定し，それぞれに付き数値計算し、比  
較を行なった。また、集団到着のある場合では、サービス時間は平均0．2の指数分布に従う  

とし、集団到着のサイズGの分布が幾何分布、卜9の値を取る一様分布（どちらも平均サ  
イズは5）であるときに，それぞれにつき数値計算を行なった。   

4．1．集団到着のない場合  

図6では、バケーションおよび集団到着がともにない場合における、各サービス時間分布に  

対する待ち時間の平均と変動係数を示した。図6aより、平均待ち時間はβが大きくなるに  

つれて単調増加し、β＝0．9のあたりから急激に大きくなることが観察される。これは後述  
のすべてのモデルについて成り立つ。また、図61）より、各サービスとも、変動係数ほβが  

大きくなるにつれて単調減少している。また、どのサービス時間分布についてもβ→1のと  

きある1点に近づいているのが観察される。実際、（2．15）より変動係数を求め、β→1と  

すると、両誌1・155に収束することがわかる。   
図7では、バケーション時間が一定で（その値を10とする）集団到着がない場合におけ  

る、各サービス時間分布に対する待ち時間の平均と変動係数を示した。図7l）より、どのサー  

ビス時間分布についても、変動係数はβ→0のときJ巧竺0・577に収束することか観察さ  
れる。実際、（3．9）より変動係数を求め、P→0とすると  

√●＝ ・  

に収束することがわかる。サービス時間が指数分布の場合、CⅣがβの単調な関数でないこ  

とは注目に催する。   

4．2．集団到着のある場合  

図8では、バケーションがなく、サービス時間が平均0．2の指数分布の場合における、各々  

の集団到着のサイズ分布に依存した待ち時間の平均と変動係数を示した。図8bより、どの  

集団到着のサイズ分布についてもβ→1のとき変動係数はある1点に近づいているのが  

観察される。実際、（2・20）より変動係数を算出し、β→1とするとノ毎竺1・155に収束す  
る○このことから、バケーションのない場合には集団到着の有無に関係なく、β→1のとき  

挿言に近づくことがわかる。   
図9では、バケーション時間が長さ10の一定値、サービス時間が平均0．2の指数分布  

の場合における、各々の集団到着のサイズ分布に依存した待ち時間の平均と変動係数を示し  

た。囲9から、バケーションおよび集団到着がともにある場合には、共通する待ち時間の変  

動係数の収束値は特に存在しないことがわかる。   

5．結論と今後の課題  

本稿では、ROS型ゲート式M閃／G／1システムの待ち時間の解析を行ない、それに基づい  
て待ち時間の平均と変動係数の数値計算を行なった。得られた結果から以下の特性が確認さ  

れた。   
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●平均待ち時間はサービス規則によらず一定である。また、トラヒック密度が大きくな  

るとともに平均待ち時間も増大する。   

● ランダム順処理規則による待ち時間の変動係数は先着順の場合より大きくゲート式後  

着順の場合より小さい。また、バケーションのない場合にはROS塑非ゲート式サー  

ビスと比べても小さい。   

●待ち時間の変動係数はトラヒック密度が1に近づくに従って小さくなり、特にバケー   

ションがない場合にはJ毎に収束する。   

●バケーションがあり集団到着がない場合には、待ち時間の変動係数はトラヒック密度  

が0に近づくに従って、バケーション時間の3次までのモーメントから決まる一定の  

値に収束する。   
また、本稿ではゲート式サービスのみをとりあげたが、ROS規則に従う非ゲート式  

M【Ⅹ］／G／1システムのバケーションがない場合とある場合の両方についてほ、本著者より別  

の論文で紹介する予定である。   
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ABSTRACT   

ANALYSISOFTHEWAITINGTIMEINM［X］／G／1QUEUES  
WITH GATED RANDOM ORDER OF SERVICE  

Yutaka Takahashi Toshiharu Hasegawa 
．＼●り川／J～ヾ／′／砧 イ  八●り・′〆りJ■′…・け・、′／り  

∫c壱erlCeαれd了tcん円OJ叩y   

NorikazuKawasaki  Hideaki Takagi 
八一ナノ・′／√′ノーJ川・・川／JJ  J●J…・け、上旬√イ●トり人・りJり1  

Relatively伝wmodelsofM［X］／G／1queues，animportantextensionofM／G／1queuesthatpermitbatch  
arrivalsofmessages，havebeenstudiedintheliterature．Inthispaper，WeCOnSiderM［X］／G／1queueswith  
gatedrandomorder ofservice，for bothcasesinwhich theserver does not take vacations andin which  

iもdoeswhentheque11eis empty．For avacationlessmodel，We11Sethe methodofdelay cycles analysis  

toderivetheLaplace－Stieltjestransform（LST）ofthedistributionfunction（DF）forthemessa芦eWaiting  
time，andobtainitsmeanandsecondmoment．Forasystemwithmultipleservervacations，WelnVeStigate  

servicecyclesforasimilaranalysis．Numericalvaluesforthewaitingtimeareplottedforvarioussettings  

Ofparameters，Withdiscussiononitscharacteristics．   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.




