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弱ヒ海道大学工学湖錦ひF3琶報｛三

川78i琴・（昭和与！．年〉

Bulletin　of　the　1”一Laculty　ef，　Engineering，

　　　Hoklcaido　University，　No．　78　（1976）

集団到着，集団サービス待ち行列の過渡解

二階堂正直＊
（昭和50年6月301≡1受理）

Time・Dependent　Solution　of　the　Bulk．Arrival，

　　　　　　　　　　　Bulk・Service　Queue

　IMasanao　NII〈AiDo

（Receivecl　June　30，　1975）

Abstrac重

　　　The　steady－state　solution　of　the　bulk　queue　in　which　the　groups　of　events　arrive　at

a　service　line　and　are　served　in　groups　was　obtained　only　by　R．　G．　Miller，　but　reports　of

the　time－dependent　solution　of　it’s　problem　have　not　been　published　up　to　date．

　　　In　this　paper　an　attempt　was　made　to　obtain　the　time－dependent　solution　of　this　type

of　model　with　the　same　service　discipline　as　N．　K．　」’aiswal’s　model　with　a　single　input　and

bulk　general　service　ancl　1　succeeded　in　getting　accurate　results　in　a　Laplace　transform－

ation　iashion．

　　　And　a　steady－state　solution　of　this　problem　was　derived　by　limiting　this　solution．

　　　Furthermore，　with　a　digital　computer　1　investigated　the　model　to　confirm　these

solutions　and　to　clarify　the　fundamental　characters．

　　　Specializations　of　this　modeHead　to　N．　K．　Jaiswal’s　model　and　Erlang’s　model　which

is　the　most　fundamental　among　queueing　problems．

1．　ま　えがき

　　　事象の到着，サービスのどちらか一方が集団で行なわれるような待ち行列については従来よ

り多くの研究1＞・4）・9）・10）・etc・カミ進められてきているが，その両者が共に集団で行なわれる場合につい

ては定常解の場合についてR．G．　Millerのみが取り扱っているにすぎない。しかし，このモデル

に対する過渡解については何等の研究もなされていない。本論文ではこの問題をサービス規準が

単一．一．・ポァソソ到着，集団一般サービスの場舎のN．KJalswa1のモデル1，に等しくとり，その過

渡解をラプラス変換の形で解析的な式を正確に求めることに成功した。更に，この解の極限とし

て晴欄領域に於ける定常解の正確な形を求め，また過渡解ではRE．　Bellmanによる数値的逆ラ

プラス変換の手法の・5）を使って数値罫引も行ない，さらに定常解についてもその正確な表示式か

ら数値計箕を行ない理論の正i当性とシステムの基本的性質を明らかにした。

　　　なお，Millerのモデルと本論文のモデルとの違いは前者が待ち事象の存在するときだけサー
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ビスperiodが始まるのに対し，後者では待ち事象の有る無しにかかわらずサービスperiodが始

まると言う点にある。又，本論文のモデルはN．K．　Jaiswa1のモデルを完全に含むものとなって

おり，更に単一到着，単一指数分布サービスへと特殊化すると待ち行列問題の中で最も基本的な

アーラン・モデルとなる。

2．　待ち行列モデルの構成

　　単一ポアソン到着，一一般サービス分布モデルであるGerge　Luchackのモデルを別の角度か

ら眺めることによって集団ポアソン到着，単一指数分布サービス系とみなすことができることに

着目し，この到着形式を単一一ポアソン到着，集団一般サービスの場合のN．KJaiswalのモデル1）

に採用して本論文のモデルを構成した。以下にその構成過程を具体的に示す。

　　各事象はポアソン分布に従って単一到着し，到着後，サービス中なら待って，空いた時，待

ち行列長が5個以上ならs個まとめて，以内なら総ての事象がサービス施設に入る。サービスは

各位相が平均サービス率μの指数分布サービスで最大ブ個の紘相から構成され，s個又はs個以

下の各集団はG・の確率で先ずr番目の位相に入り，次に（ザー1）番Rの位相へと逆順に動いて1

番目の位相を終了した後，系から離脱する。その後待っている次の集団がサービス施設に入る。

時刻tで待ち行列長がIz個でサーービス中の位摺がプ番目である確率をP，訊彦）とする。又，時刻

tで系が空である確率をPo（t）とする。

　　先ず，N，　K．　Jaiswalのモデル1）を次に示す。

　　6Zll）n，’r（t）／dt＝一一一（λ十Pt）・IL＞？，，7’（t）十7・P，，＿1，，・¢）十μ．P？、，．t一＋1（t）十／」C，．　Pn＋G，1〈t），（n＞0，1≦18＜ブ）　（2－1）

　　aPn，J’　（t）／dt　＝＝　ww（2十　pt）　Pn，」〈t）十　？L　Pn－i，j（t）十Y　Co“　！’n＋s，i（t）　，　（2Z　＞O）

　　dPo，7’（t）／dt畿一（λ＋μ）Po，tt一（の十えC，　Po（t）十μC．Σ募、一1P％、，1（t）＋μPo，叶i（t＞，（1≦ブくの

　　dPo，ゴ（t）／dt＝一（λ十μ）Po，ゴ（孟）十μCゴΣ島、＿、1），n，1（t）十λCゴPo（の

　　　dl）o　〈t）／dt　＝：’＝一　一11’o（t）十pt　Po，i（t）

一方，Gerge　Luchackのモデル式は

　　　4Po（t）／dt＝一え（のPo（t）牽μP1ω

　　　dP，、（t）／dt；一［λ（の十μl　P，、¢）＋μP，、＋1（の十λ（t）Σ貌＿1Eη、．P，t＿，，b（の，（’n≧1）

（2－2）

〈2－3）

（2－4）

（2－5）

〈2－6）

（2－7）

　　ここで，E。、の確率で’17Z個の位相から成るサービスを要求している各事象が時刻tにおける

平均到着率λωのポアソン分布に従って到着し，各位相は平均サービス率μの指数分布に従って

処理される。P，，（t）は時二尉でサービス中および待っている事象が要求しているサービス位相の総

数がπ個存在する確率である。さて，位相を事象とみなすと，（2－7）式のえ（彦）Σ貌．。1E。、1’，、覗ωの

項は集団の大きさが〃↓個の事象から成る確率を．E。vとする集団到着を意味し，このモデルは奇警

ポアソン到着，単一指数分布サービス系となる。そこで，この到着形式をN．K．　Jaiswa1のモデ

ルに取り入れると本論文のモデルが次のように得られる。ただし，式中のD。，はE。、に対応する

もので，各集団が平均到着率λなるポアソン到着するとき各集団の大きさがtn個である確率を

示す。

4P。，。ω畝一一（？・　＋・Pt）珠。ω÷｝面魂P。＿ω｝＋μろ，．．・ω＋μGP。。，，ユ（彦）＋｝λ己瓦・乱悪1，

　　　　　　　　　　　　　i＿．馳庶．．＿＿．．＿＿．．tt＿．i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（n＞0，！≦r〈ノ）　　　（2－8）

　　　　　　　　　　　　　　クゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
62・，・（t＞μ艀ヨλ＋〃’・，・（醗えΣ疏P・・一・・1・，d（t＞i＋μC・P・＋・，・（t）＋BC・D・…P・（t）［・（・・＞0）（2－9）

　　　　　　　　　　　　　　？tb＝：1　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　ttt…tr－tt………　「．’一一．．T



3　　　　　　　　　　　　　　集圃到着，集団サービス待ち行列の過渡解　　　　　　　　　　　　　　49

一・・一一繊（t）＋
P蕪娼酬蟷畑＋PtPo”一＋i（t），　〈1：f｛・＜ノゆ・・）

　　　　　　　　　　　　　i凹…tt…”，；：．…一『………’i　　　．s

d’）・，・（t）／d‘　一　一（λ＋／’t）P…（t）＋i漁忍9棚lli＋・C・認、1）ne　，1　〈t）　　　（2－11）

dPe（t）／dt篇＿λPoω十μ／）o，i（t）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－！2）

　　上式で破線および実線の枠内はjaiswa1のモデル式に対して各々変形した項，追加した項で

あることを示す。又，Di　・x　1，ガー！，　Di瓢0，　i？e　Oと特殊化するとJaiswalのモデル式が得・られる。

　　なお，本論文モデルの到着形式は一種の三舎確率分布で事象を単位と考えた場合の平均到着

率はλΣ鍛1規D，，、であり，同じく事象を単位とする∫lz均サービス率は「各位相の平均サービス率

×サービス集団の大きさ（S）」をfHfe，sの事象が要求する平均位相数」で割ることによって得られ

5！4Σ臣1ノ『C．i一となる。よって平均トラピック密度ρはλΣ誰1〃zD。、／（5μ／Σ美47’C，）となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　3．　モデルの解析

　　（2－8）～（2－12）式に対して初期条件として時刻t一＝Oにシステムに客が存在しない，すなわち

P・（・）一・と仮定し・　…，・r（・）一 轤hA，伽・疎・・プ・竣換を行なうと次式・・得られる・

　　　　　　　　　　　　ツム　　一（α十2十μ＞P，、，，．（cu）十2Σ1），。，　IP，t→m，f’（α）十μ君研絹（α〉十μC，．　P，、＋、，1（α）十えC，・／㌦佃為（α）＝0，

　　　　　　　　　　　　”み＝1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（n＞0，　1≦；7”＜ブ）　　　　　　（3－1）

　　　　　　　　　　　　フみ　　一（α十え十μ）1）7t，j（a’）十λΣ1）m　！）7t→m，ゴ（α）一ト、αCゴ1）7轟＋δ，1（α）十λCゴD7己＋81）o（α）maO，（n＞0）（3－2＞

　　　　　　　　　　　　？ノL二．．．．．．1

　　　　　　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
　　一（α十λ十μ）1）o，．r（α）十　？．　C，，ΣD7n　P。（α）十　／1　C，．Σ1）7n・，1（α）十μPo凶1（α）＝O，　（1≦；7’〈ブ）（3－3）

　　　　　　　　　　　　7’み塀1　　　　　　　　　　　　　　　？～占繍1

　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど　　一（・＋2；一　st）P。，」（・）＋λC、’・X　Dnt，　12。（・）一F・／i　C、　Z　！’．，，，、（・）＝・　O　　　　　　（3－4）

　　　　　　　　　　　　　？nて．＝1　　　　　　　　　　　　　　　7n，＝一1

　　一（a’一｛一λ）／）o（cv）十μ、Po，1（cv）十1隅0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－5）

ここで次のような2つの母関数を定義する。

　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　2n（x，α）一Σニピ1），、，，．（α），　　F（x，レ，α）ntΣy’t　9，、（砥α）
　　　　　　　　　　　　　・t　ny　r＝　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝e

　　ここで，（3－1）～（3－5）式に適切なxおよびyのべき乗を掛けて？’＝一！から28一ノについて和を

取った後，ノz　・・　Oからη藁∞について和を取って整理すると次式が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　ユ
ー［α＋λ一λΣD、ノ、Ψ”‘十μ一μ／ζτIF（x，　？1，α』μll－A（x）／劉Σヅ‘P，、，、（α）十μA（x）ΣP，、，、（α）

　　　　　？η、蹴1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％甲。　　　　　　　　　　　　　　　　　　’n　：・．一　1

　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（！　一　？yn／zls）十λメ1（x）ΣD，，、，　Po（α）一（A（x）／ガ）［（α十λ）！）o（α）一1］十2A（x）ΣZt’‘　，L），、＋3Po（α）＝o　（3－6）

　　　　　　　　　71t．　”＝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7tt＝1

　　ただし，A（x）　一＝Σ為がC，．

　　　　　　　　　　　　　め　　次に，①＝μ／（μ十α十え一λΣD。．，ynt）とおくと

　　　　　　　　　　　　　彿置｝
　　　　　　　　　　　　ぢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　
　　　　　。。　　　　　μΣ」），，，、1（α）（ガーヅう十1♪o（α）（λガΣD・，，、十λΣ？1’t　D，、　一　（v　一　2）十1

G（2Y・・）一謬。ty”　！）n・1（・）＝＝・一・tt’．一一．一　，研B誹、r酬．．．．．．　t．t．．・一（3－7）

　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　
　　ただし，B（11）調ΣC，．［，Ct／（μ十α十λ一λΣエ）、ノ、Ψ甥”

　　　　　　　　　プ編1　　　　　　　　　　　　　　　　？ノドニ1
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　　　　　　　　　　　　ΣD，，、　y”v■ΣD，nly’zal≦；ΣDm　nt　l
　　　　　　　　　　　　〃み耶1　　　　　　　　　　ηt霊1　　　　　　　　　　？1b＝1

が成立する。　　W・一IPt十α十λ或Σ1鑑1D，，諺舛とおくと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　w；≧Re（，7．＋μ＋σ＋∫τ一λΣD，、、Ψ”り一λ＋μ＋a一λ　z　D．　Re（・y　’”）

　　　　　　　　　　　　　　　　物出1　　　　　　　　　　　　　　　　　　m＝1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；≧λ十μ十σ一λΣDmlΨ州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71t，＝＝1

　　（3－8）式から　W≧λ÷μ十σ一λ＝μ十σ＞0

4

　定理1．

　　（3－7）式の分母一・Oの方程式はV．　・＝eWなる単位円の内部（潮く1）でs個の零点を持つ。

　証　明．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルーシ＝の定理から，f（2！〉．．・　yS　と　（1（y）＝ガーΣ貿α［μ／（μ÷α十λ一λΣZ）。、〃甥ゾは次の3つの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？i～；1
条件を満足するとき，単位円の内部で同数の零点を持つ。

　　！）Cの内部でf（y）とσ㈲は解析的である。

　　2）Cの境界上でf（y）eFO

　　3）Cの境界上でlf（y）一9（捌くげ（翻

α一σ÷iτ，σ＞0とする。

　　f（y）はtyの全域で微分可能であるからCの内部でも解析的である。またCの境界上で零で

はない。

　　酬≦1に対して

　　　　　　　　　　　　　．．1．．　．．　　　　（・一8）

（3－9）

　　よって雇≦1に対してB（y）の分母は零にならないからB（y）は酬≦1で解析的であるので

g（y）が團≦1で解析的であることが分る。次に条件3）について調べる。（3－9式）を適用すると

　　　　　　　　1！ω一・ωr一はα［・／（・・＋・＋・一・．i＝、D・nb　y7’b）］／

　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　ゴ
　　　　　　　　　　　　　＝・一・ΣC。［μ／w］≦ΣC。【μ／（μ十σ）］o．〈Σα＝！　　　　　（3－10＞
　　　　　　　　　　　　　　7・需1　　　　　　　　　　　　7・孫1　　　　　　　　　　　　　　　　γ淵1

　　ここで単位円Cの境界上（酬瓢！）ではlf（洲畿｝♂oδi鱗1が得られるからif（y）一9（2y）1　〈　i　f（y）「

となり，条件3）が満足された。よって証明された。

　定理2．

　　G（y，α）が単位門の内部および周上（M≦1）で解析的であるための必要十分条件は（3－7）式の

分子一〇の方程式の零点として（3－7）式の分母一・　Oの零点の中，團〈1を満足する5個の零点2JI，

Y2，…，y、総てを含んでいることである。

　証　明．

　　（3－7＞式の分子をh（y）と表わすとG（y，α）r・B（y＞h（y）／Fi　g（y）と表わすことができる。

　　必要条件：定理1の証明からB（y）はM≦1でh（y）はyの全域で解析的であるからB（y）・

h（y）分子は酬≦！で解析的である。次にG（y，α）が團≦1で解析的であると仮定するとg（y）＝＝＝・O

が酬≦1で零点を持ってはならない。團一1で零点炉を持つと仮定するとg（y＊〉一・Oから

’y＊8－B（y＊）よってIy＊sl－iB（y＊＞1が成立しなければならないが，一般にi劉一1で（3－10）式から

IB（？」）1〈1であるから矛盾する。よってg（y）一〇は團一1で零点を持たない。残る酬く1に関し

ては定理1から（J（’y）コ0は團く1でs個の零点を持つが，　これと同じ零点をh（？y）＝0が持てば

廟く！に関する零点は約分によって消去される。
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　　十分条件；9（y）が釧く1にIY．Fjして消去された結果，　h（初がh　（y），9（y）が4＠）になったとす

るとG（y，α）＝＝　B（？y）・1’（？y）／μ〃＠）となるが，〃（？y）　＝＝　oは雇：Slで零点を持たないからG（y，α）の

團≦1での解析性には関係ない。残るB（？」）・取Ψ）は明らかに團≦1で解析的であるからG（，」，α）

は團≦1で解析的である。よって証明された。

　　G吻，α）を決定するためには（3－7）式においてs個の未知変数P，、，・（cv），ノz－！，2，…s－1，2⑪（α）

が決まればよい。これら未知変数は定理2から分子・・　Oの方程式にY1，　IJ2，…？Jsを代入してs元連

立：方程式を作り解くことによって決定されるが，一意に決まるにはこの連立方程式の係数行列式

ゴキ0の条件が必要である。すなわち，

　　分子一〇の方程式にYl，？Y2，…y．sを代入すると（3－7）式から次式が求まる。

　　　　ぶヘユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　
　　　　μΣP，、，1（α）（魏一鞭）十Po（α）（λ魏ΣD，，、十λΣ擁D，、一α一λ）十1＝0，¢瓢1，2，…s）（3－11）
　　　　π一1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・iil，　＝一　1　　　　　？1．・＝S十1

　　（3－5）式を使って整理すると次式となる。

　　　　お　ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷ　　　　　　　　
　　　　Σ［P，、，、（α）／PG，、（α）1（訓ト騨）＋（え／μ）｛媚ΣD“t，　＋Σ認D，、｝P。（α）／P。，・（α））一1端。，

　　　　71．　＝・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m，　，＝．1　　　　　7v＝S十1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ガ＝1，2，…　s）　　　　　（3－12）

　　上式の係数行列式をdとすると次式が得られる。なお，この式は可能な限り単純形に展開

し，Vandermondeの公式などを用いて各行列式の値を求め，値の求まらないものはその性質を

調べることによって得たものである。

　　　　　　　　yi“一？y圭媚一〃1…蝦一誠一i（7．／r．t）｛？YiΣ。．。iD，，汁Σ鍛，＋1〃費D，t，｝

　　　　　　d＿擁一！ノ掬蓬一撃…擁っ1－1（λノμ）｛擁Σ逐日Dη汁Σ鍛・＋1擁D・lt｝

　　　　　　　　yぎ一y愚論一擁…弱一裾　1（2／Lt）｛露Σ振。ID，，、＋Σ雛、＋iygz　Dπ｝

　　　　　　　一秀（一1）S’i　？Ji？y2“・・ys　II　（yo”？Ji　　　　　　　　　　　ゴ＞i，）L換、D・，＋（一・鴫伽・　（3－13）

　　　　　　　　・匝・幽一漱の対称式｝＋ぐ1ξ（・次四三）｝］］・炉！・島…S

　　ゴ≒0の条件は

　　　！）各2Llf．，　i＝1，2，…sが零でないこと

　　　2）各Zl　i．，・i　＝＝　1，　2，…sがお互いに…異なっていること

　　　3）（3－13）式の外側の［　】内が零でないこと

が成立することである。条件1）は（3－7）式で二二篇0の方程式の零点として零を持たないことは

明らかであるから常に成立する。2），3）の条件は一般には成立しないので4．で示すように特定の

場合についてその都度条件を得る必要がある。

　　さて，（3－6）式でx・＝1とおいた式に（3－7）式を代入して整理すると次式が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くカ

　　　　　　　　Σ　？」％　Qn（1，α）＝＝［tt　（！／B（y）一！）／（α十λ一λΣDm　IJnり］G（？y，α）　　　　　（3－14）

　　　　　　　　％漏0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？lt　＝・　1

　　Q，、（1，α）一Σ表・P，訊α）は時・亥肋で待ち事象がπ個ある確率のラプラス変換したものである。

これを逆ラプラス変換することによって実際の過渡解が得られる。

　　y瓢Σ曽一〇ゼΩ％（1，α）とするとQ，（1，α）は（3－14）式の右辺の級数展開式のヅの係数として，

または（1／k！）（∂哩／∂〃釧“．．1として得られる。待ち行列の長さL，1（α）は（∂Y／∂洲蟄1から求められる。

　　次に，定埋2によるG（’y，α）がM≦1で解析的であるための条件を使って，（3－7）式を有理関

数とみたときの分母一〇，分子謙0の方程式の零点で廟く1をみたす5個の零点協ッ2，…？ls以夕F



52 二階堂1薦直 6

　　　　　G（z．1，α）＝一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ［ySIB（y）一！］

　　　　　　　　　　　　ピ
　　　　　　　　　C（α）∬（tLI　一　11ni．〉

　　　　　　　　＝＝一4一…一ノL豊一………一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－15）

　　　　　　　　　　∬④一駒乞）

　　G（？y，α）は酬≦：！で解析的であるから（3－15）式でy－Oまたは！滋を代入するとC（α）を未知

数とする（Po（α）は（3－11）式から既に決定済み。）方程式が得られ，解くとC（α）が求まりG（払α）

が決定される。

　注1．・yniとして0，1なる零点を同時に持たないことを示す。持つと仮定すれば（3－15）式からノ）o（α）・（α÷え）

　　　一！＝0，瑞（α）（一α）十！＝eが成立しなければならないがλ≠0から両式共満足することはない。これ

　　　は仮定に反する。

　　上記の場合，ZX，、iを求めるために（3－！1）式の解が一意である」キ0の条件を必要する。しか

しs≧「到着集団の大きさの最大値」（Mとする。）の場合，（3－7）式の分子はs次となり（3－15）式での

∬諺。1②一跳）で表わされる。そのためH叙＠一ZX7ti）の項は（3－7）式の分母から得られるものとなる

（（ルー！，r＝＝k，C，．一＝o，　rキk，ではこの項は存在しない）。よって（3－7）式の分子一・　Oを解いて陶を求

める必要がないのでd2FOの条件を必要としない。次に（3－7）式の分母は麿≦1で解析的である

からIZintl＜！，西！，2，…1が成立するので（3－17）式でy・O，！を代入して得た2元連立式程式を

解いてC（α），Po（α）を求めればよい。

の零点を各々Yd・t，　i・一1，2，…k，Ψ％‘，滑1，2，…1とすれば分母分子のm。1②一〃∂が消去されて次

式が得られる。

　　　　　　　　　　お　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　
　　　　　　　　　μΣP，、，、（α）（yS一・y’v）十Po（α〉（λヅΣD”汁λΣΨπD，、一α一λ）十！
　　　　　　　　　　n＝一．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？2み＝1　　　　　　・n＝8十1

　　　　　　　　　　　4．　特殊化されたモデルでのB≠0となる条件

　　サービス分布が為アーラン，すなわちC．，．　・＝　1，ノー々，C．，．＝＝　O，ノー≠んでD諺≧：0，ガー1，2，Σ二一1D‘

一1，D，・・O，∫≠1，2であるモデルについて3．の条件2）．各tLliが異なっているための条件を求め

る。kアーランなる条件を適用すると（3－7）式の分母一・Oの方程式はザー｛y／（μ十α＋λ一えΣ罷1D，、。

Zl”e）｝1：となる。この式をこの式の両辺を微分した式で辺々割ると存在可能な重根がみたさなけれ

ばならない次式が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　2Y篇5（μ十α十7．一2ΣD，，。　y”り／（々λΣDm・〃t．・Zt7’…）　　　　　　　　　（4－！）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7re＝t　1　　　　　　　　　71b＝1

　　（4－1）式に対しD，に関する条件を適用しまとめると

　　　　　　　　　　2．　D2（2k＋s）y2＋7，　D、（々＋s）y－s（μ＋α＋え〉一〇　　　　　　（4－2）

　　（4－2）式の零点yに対して團＞1が成立すれば各yi，’i－1，2，…5が異なっていることになる。

（4－2）式に対し，根の公式および複：素数の不等式に関する公式などを用いて團＞1なる条件を求

めると
　　　　　　　　　　1α／＞｛？，　II）2（2k十s）｝／s十（λ／s）D1（k一トs）一（λ一｝一μ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3＞

　　s；≧M－2の場合はd・一（7，／pt）（一！）s－lylY2…ys　H（駒一Ztt）となって，（4－1）式を満足すればti　￥O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　オ
となる。s〈ハ4＝＝2，すなわちs＝一1の場合は明らかに条件無しでG軌のは一意に決定される。な

お本論文のモデルでZ）i－！，i＝1，　D，　・・O，’i≠1と更に特殊化すればN．　K，　Jaiswalのモデ／レと

なって，（4－！）式は次式となって，Jaiswalが示した結果と等しくなる。

　　　　　　　　　　lcvI＞（・？・／Y）（た十s）一（え十／’t）＝r‘（ρ！一1），　　　　ρ〆躍＝λた／5r‘　　　　　　　　　　　　　（4－4）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．　数値計算

　5．1　数値計算式と計算方法

　　数値計算の対象モデルは次の2つの条件を満足するもの，すなわち1）1，D，の確率で各々1

個，2個ずつの集団でポアソン到着し，サービスは位相が1個だけの指数分布サービスでその容

蟻は5個であるモデルである。

　　　1）Di≧：0，　i＝＝1，2，Σ霧嵩1D乞一1，　D齊0，旗・1，2

　　　2）C，．：一1，r＝＝1，　C，．　一・　O，　r￥1

　　（3－7）式の分一ev　・＝　Oの方程式はτ躍泥なる正規化を行なうと（正規化前，正規化後の関数をそ

れぞれノ（α），f（α）とするとf（αト2ブ（α2）が成立する。）

　　　　　　　　　　　　えD2Ψ8＋2＋λ　Di　iys＋L（／t十αλ十7，）ザ＋μ＝・0　　　　　　　（5－！）

　　（1）8－1の場合

　　（5－1＞式の零点でM：≦1をみたすも¢）を？Yl，團＞1を満足するものをZl，t、，？Y，t、とする。（3－7）

式の分子一〇の方程式はPo（α）（遅）IY＋λD2ガー‘Yλ一λ）＋！・一〇となり，これにYlを代入して1）o（α）

を求めて再びこの方程式を解くと〃1以外のもう一つの零点除、が求まる。以下第3章で述べた手

順で解いた結果を示す。

　　　　　　　　P・（・・〉一。｛轟紹編1麟1讐lill翫〉　（5一・）

　　　　　　　　　・（・）…　（P・（・）・（畜）（・＋・）一秀｝讐・δ卜・（・）　（5－3）

愈（…）器｛（媚ご一軍＋…＋晦ぜ）一雨鯉罵競＋幽＋城）｝（卜・）

　　　　　　　　£q（・）一α臨コ1）離綜瑠象一甑謹　　（5一・）

　　（2）s≧2の場合

　　2LX．。iが無いことを除いては跡1とほとんど同様の手順で求める。その結果を以下に示す。

　　　　　　　　師）一。｛〈Yri，　一　1）　（？」ci，　’　1）　＋　a’　（？’fpt）　Yd，　？」fi2ytt，　zttt，　（2／Ft）　（a’　十　1）十　（zta，　m　！　（？ya，　一　！）｝　　　岡

　　　　　　　　餉一義鰍響簿編（（zx，1，一！）？／fta　一　1）　（？ltt：　um　1）｝　　（卜・）

　　　　　　　　ち（・）熟讐叢齢　　　　　 （卜・）

　　次に定常解を求める。　定常解は一一般に過渡解をノ（α）とすると良く知られたラプラス変換

f隊　limf（t）　・・　1im　a’f（α）によって，左辺が有限ならば求まる。（5－1）式に対応する方程式は
　t一→◎o　　　　　a一・o

　　　　　　　　？、　D2　2JS＋2十えD1ザ÷1一（fX十え）〃8十μ＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－9）

　　この方程式の零点で酬≦！を満足するものを？Yl，・Y2，…tYs，團＞1を満足するものをZX，el，　ZX，t、

とする。なお團≦1で1を含む∫個の零点を持つことの証明は省略する。

（3－7）式の分子＝＝Oの方程式は1imαG（Ψ，α）の適用によって
　　　　　　　　　　　　　　a一→0
　　　　　　　　　ごヘユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　の
　　　　　　　　μ，澤、P・・1（yS　一　2」”）　＋　P・（え雪8認、D計黒、ジ恥λ）一i”1〒0　　（5“10＞
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　　もし，s＜Mならば上式にtY1，？12，…？」sを代入して1）n，1，　f♪oを求め（5－10）式に代入し再び解い

てYl，馳，…Ys以外の零点z1，、、，2Jn2，…21ni，1・一　M－sを求める。τ・・　2tの正規化は’→∞でτ→∞が

成立するので定常解には影響を与えない。よって，一般tlc　f一・　lim　cr　f（α）一1imα∫（α）が成立する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒・→O　　　　　　　a→e
ここでは実際に数値計算を行なったPo，　Lqだけ示す。

　　（1）s・＝1の場合

（5－2），（5－3），（5－5）式から以下の式が得られる。

　　　　　　恥悌恥噛訊（絆1痒娑雛書（／’t？la，　ff　1）1；1

　　　　　　c・＿べ写糊鴇
　　　　　　　　　／．t　Z17t1

　　　　　　　　　璽・べ1）鰍÷面一2）一（zx・・，一！＞面一！）｝9：
　　　　　　Lq　＝＝
　　　　　　　　　　　　　　｛（ZX・，一1）（軍べ1）｝2

（2）s≧2の場合

（5－6＞，（5－7），（5－8＞式から同様にして求めると次式となる。

　　　　　　　　　　　　（Ytt，一1）（2Jdi，一1）

（5－11）

（5一！2）

（5－13）

　　　　　　　　瑞「乏／甑耐（z，、，一・）（鞍、一1）　　　　　　（5一14）

　　　　　　　　　　　　歌出㎡、伽、一1＞（Ydi，　一　1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－15）　　　　　　　　C’　＝＝
　　　　　　　　　　　Zt（t，　Ztd，　十（Ft／7一）　（zx　，i，　一　1）　（ya，　一　1）

　　　　　　　　砺…濠摯濃瑠∫・　　　　　　　　（5－16）

　　以上の数値計算にはFACOM　230－60を使用し，　FORTRAN言語を用いた。計算は総て倍

精度で行ない零点を求める方程式の計算にはライブラリィでBairstow法による実係数高次代数

方程式ギBAIR　l　D」を用いた。ここで，過渡解では複素数αが係数頂に含まれているが，ベルマ

ソによる数値的逆ラプラス変換の手法4）・5）では実数とみなして計算するので問題はない。定常解

は式そのまま（逆変換しないで）の数値計算でよい。

　　計算実行時問は過渡解の場合，各々15個のデータ点による（Po（τ）一τ）曲線，（Lq（τ）一τ）曲線

！組当りの実行時間は総ての零点の値も出力して約640msである。定常解ではあるパラメータ

に対するPo，　Lq　1組当たり，同じく総ての零点出力も含めて64　msである。

　5．2　数値計算の結果と考察

　　定常状態ではしq一ρ曲線過渡解として向一τ曲線を示す。各爵毎にグラフの点を表わす記

号×，0，▲に対応して各々グラフ1，2，3と各付け，それらの平均待ち行列長をLql，　Lq2，　Lq3平

均系長をL、，L2，　L3とする。なお，各曲線を折れ線グラフで表わしている。

　　（1）単一到着，集団サ・一一ビス・モデル（図1，2，3，4）

　　先ず理論的にLq2＞Lq・が成立することを示す。文献7）の「§7集団待ち行列」によるとしq2

は次式で表わされる。

　　　　　　　　エ：．q2＝：2ρノ2／｛1－4ρノー2ρノ2十（1十2ρノ）～／i十4ρ7』｝，　　　（〆＝＝λ／μ＜2）　　　　　　　　（5－17）

　　モデル1はアーラン・モデルであるから

　　　　　　　　　　　　　　　．if．，i　＝＝　，02／（1－p）　＝：　p’2／（4－2，0’）　（5－18）

　L，，一一・L，、一〆2［｛7＋2〆2一（！＋2p’）V葺爾’｝／［｛1－4、・’一2〆2＋（1＋2〆）V1＋4〆｝2（2一〆）1］（5－19）



9 集団到着，．集団サービス待ち行列の過渡解 55

Dl　D2　S

X 1　0　1
○ 1　0　2
▲ 1　0　3

　　A・
ρ皿

20．0

O．7

Lcir

O．5

O，3

O，1

o，o

　　　　　げ

　　　　f／’　／

．fc’iill’／’｛／／

g：／5

0．1　o，2　e．3

　　　　P

　　　図1

15．0

L岳

×　IO，O

5．0

ge．rim，2　e．3　o．4　ois　o・oti

　　　　　　　　　　ナ

　　　　　　　　　ん

　　　　　　　　，／lj’／（

嚢ζ／

×

o
A

D，　D，　S

A　O，5　O．6　O，7　e．8　O，9

　　　　　　p

　　　　　図2

4

3

2

1

O　　l

O　2
0　3

tJ

・寸一・・

．f．／A

2　　　3　　　4　　　5

τ＝λ七

図3

o〈〆＜2から（5－！9）式の分母＞oが成立する。y一・7＋2〆2一（1＋2〆）V璃♂とおくとdy／dρ’

一4｛〆V1＋4〆一（1＋3〆〉｝〃1挿となり。〈〆＜2ではdy／4〆＜oで？1は〆に関して単調減少で

311，’，一2・”Oから0〈〆＜2でy＞0となる。よってL，2＞L，1が証明された。

　　検証のため，（5－！7），（5－！8）式に基づく値とモデル！，2による数値計箕の結：果とを比較したと

ころ計算誤差の範翻内で完全に一致した（データは省略する）。

　　図1，2から明らかにLq3＞L，、2＞La1が成立し，一般にρ一定の場合，サービスの最大容墨が

大きい程，待ち行列長が長くなることを示している。またρ→大に従ってLg3，　Lq2，　Lqlの間の相

対的差が減少することが予想される（常に待ちを作っている状態では窓口は常に満パイである，

このときサービス最大容量が1の平均サービス率如のモデルと最大容量がkでμのモデルとは

事象に対しほとんど同じサービス率になるはずである）が，これは図3，，o・・10の過渡解で示され

る。図3の折れ線グラフには振動がみられるが，この現象は数値的逆ラプラス変換の手法に基因

するもので図4のようにρが小さい場合にはほとんど現われない。なお図4はρ一一〇．！に対する過

渡解が定常解に無限に近づく様子を示している。

　　（2）集団到着，単一サービス・モデル（図5，6）

　　待ち行列系に存在する事象の平均値をしとするとS・＝　1の場合，到着形式に関係なくゐ一均

＋ρが成立することを示す。

　　s－1の場合，系中に存在する事象がn＋1個すなわち待ち事象がπ個である確率が9n（1）で

あるから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くンつ

　　　　　　　．乙q瓢Σ＠一1）Q．n＿1（1）＝Σ2zΩ，、＿1（1）一ΣΩ，、＿1（1）一L一（1－Po）

　　　　　　　　　　n＝1　　　　　　　　　　　　　　π”1　　　　　　　　　　π篇1

　　！－Poは系に1個以上存在する確率でシステムの平均稼動率となるから平均トラピック密度
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Ioに等しい。よって次式が成立する。

　　　　　　L＝：　L，十p　（5－20）

　　文献7）の§7によれば集団到着が常に一定の集団

容量kで行なわれる揚合（このモデルの系の長さの平

均値をしとすると）次式が成立することが示されて

いる。

　　　　　　LIL，　一（k　一i一　1）／2　（5－2！）

　　モデル3ではk・・2であるから五3／ムー3／2が成り

立つはずであるが，数値実験の結果，表1に示すよう

に完全に一致する。

　　図5，6からしα3＞Lq2＞Lqlの関係があることが分

る。これは事象に対する到着率を同じ（ρ一定〉にした

場合，集団の平均容量（Σ魏＿1フπD⑳、）が大きい程，平均

待ち行列長が長くなることを示している。

系中の客数；L，S騙1ではしゴL％＋ρが成立する。

鈴木く待ち行列〉裳野辺によればL△／Lx＝3／2

　　（数値実験の結果は有効数字一桁まで一致）
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　　（5－20）式からこの傾向は系の長さの平均についても成立する。

　　ρが1に近づくに従ってLq、，　LQ2，　Lα3間の相対的差は減少しているので（1）と同様にしてρが

！以上で常に待ちを作っている状態では到着形式に依存しなくなるため差が無くなることが考え

られる。

　　以上α），（2）の結果からサービス形式，到着形式共に集団化しない方が望ましいことが分る。
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　　（3）集団到着，集団サza－Nビス・モデル（図7，8，9）

　　3っのモデルの中，集団到着，集団サービス系はモデル2

とモデル3で，しかもモデル3は流れる事象！個を2単位とし　蠕

た単一到着，単一サービス系（アーランモデル）に帰着される。

（1），（2）と岡じようにρ＝えΣ振1ノμD“ノ5μを一定にしてこれら3

つのモデルの比較を行なう。

　　図7，8から平均待ち行列長に関してO．！≦ρ≦O．6ではモデ

ル3が一番短かく。O．7≦ρ：≦O．9ではモデル！が最も短かくな

る。ρ＞0．9に対してはρ＝09の大小関係のまま進むことが予

想される。一方，モデル2はO．1≦ρ≦O．5では中間に位置し，

O．6S，o≦；0．8では最長，ρ≧0，9では再び中閥となっている。（2）で

得られた結果から分ったことはρ一定の揚合，集団到着の平均

容量を大きくする程，平均待ち行列の長さを長くすると言うこ

とである，一・方このモデルでは集団到着平均容景はモデル！＜

モデル2＜モデル3の関係にあるが，5㍊2のためむしろモデル

O，7

O．5

O．3

e．11一

　　　　　　　×

　　　　　　客

　　　　　i／（1！！

　　　　（5L’！！

f．．，．ijiA

o．o　o，1　e．2　a3　o，4

　　　　　iC，

　　　　図7

3をアーランモデル（（2）のモデル1）に帰着して考えると，モデル2，モデル！はモデル3に対

し，集団到着平均容量を逆に小さくしていった系とみなすことができる。その結果，ρ≧0．9では

L，3＞Lq2＞Lq1が成立（ρ＞0．9では予想）し，（2）の結果と矛盾しない。次に過渡解の例を図9に

示す。

　　以上の結果は，ρがあらかじめ分っていて到着形式，サービス形式を選択できるようなシス

テムの設計に特に有用であると考える。
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