
確率統計応用

Pl0 順序統計量と，ポアソン過程と，修理可能なシス

テム

D. R. Miller. 519-529. 

J. Applied Prob唱bility 13, 3, 1977. 

信頼性理論において，システムの故障時点を，再生過

程の重ね合わせと考えることは重要だが難しい問題であ

る.この論文では，重ね合わせの数を大きくするときの

漸近的なふるまいについて，点過程的な観点からの考察

をしている.まず， Gnedenko の極値分布の結果を用い

て， 11頂序統計量に対する極限定理が示される . (Nn(t)} 

を n 次の順序統計量を点過程とみたとき， [ー∞， tJ に

入る点の数とする.このとき， 適当な定数 an， bη に対

し (Nn(ant+ん) }が， n→+∞によって， 縮返してい

ない点過程リl(t) }へ弱収束するための必要十分条件を

与え，そのとき (M(t)} は 3 種の型をもっ非定常ポア

ソン過程となることを示す.この結果を用い，再生過程

の重ね合わせにも同様なことが成り立つことが示され

る.これにより，故障の過程として，ワイプル過程(平

均 ta (t註0) をもっポアソン過程)が用いられる理由づけ

が，理論的になされるとしている.ただし著者も注意し

ているように，ここで用いられた正規化によると，再生

過艇の重ね合わせは，その最初の再生点だけを注目した

順序統計量と，極限的に同一視されていることに注意し

なければならない宮沢政清)

Pll ネ '1 トワーク型の待ち行列

F. P. Kelly. 416-432. 

Adv. in Aρplied Probability 8, 2, 1976. 

離散型マノレコフ過程の定常分布を求めるときに，反転

過程，すなわち，もとのマルコフ過程の時間軌を逆転し

たもの(これもマルコフ過極となる)がわかると，簡単

に解が得られることが， Kingman( 1969) 等により指摘

され，ネットワーク上の人口移動の問題に応用されてき

た.この論文では，この方法を用いて，開放型のネット

状態において各窓口での待ち人数を独立とみなしてよい

ことが知られている.この論文では， 多種類の法:がし、

て，それぞれ，サーピ、スを受ける窓口の順番があらかじ

め決められている場合についても同様な結果が成り立つ

ことが証明される.しかも，サービスの規律は，先着順

を含むかなり一般的なものでよい この他，サーピ、スの

規律を制限すると(後着/1債やランダム型は可だが，先着

順は不可)， サービス分布を一般形にしても， 同様の独

立性が成立することが示されている.

(宮沢政清)

P12 ワイブルあるいは極値分布に対する簡易統計手11頂

乱L Engelhardt & L. J. Bain , 323-331. 

Technometrics 19, 3, 1977. 

2 母数のワイフーノレ分布

Fx(x) = 1-exp [-(x/a)η， 

x>O, a>O, >゚O 

は，権率変数の対数変換により極値分布

Fy(y) = 1-exp{ -exp[ (y-u)/b] }, 

)
 

1
 

(
 

一∞<Y<∞ (2) 

になる.ここに， u=lna, b=I/ß とする.

いま，時刻 T におけるワイプル信頼度

R( ,) =exp{ -exp[(in ， -u)/句 (3)

を， (2)式からの観測値仇<Yz<"・くめ (r主訊)にもと

づいて求める . R( τ) の下側 100ρ%信頼限界

Lホ =exp{-exp[L(t)]} 

は;

ρニP[L(t)壬t.b/b-( へ -u)/b] (4) 

の解 L(t) より得られる.ただしは u， b の最小分散

不偏線形推定量品， b を用いて t=(品ー ln t)/b とあらわ

せる. (4)式の解を求める方法として近似

W(t)~ln [m'XZ(l)/ l] (5) 

を採用する. ここに， x 2 (l) は自由度 J のど変量であ

る. (5) 式を用いると， (4)式に対する近似解は

L(t)= ー ln[m ・ χ 2p (l)/ l] 

となる.ただし， m=exp[ -t+H(l)] , l=G-l(V) , v 

=var(品/b) +t2 ・ var(b/b)-2t cov(品/b， b/b ), G(l) = 

1Jf(l!2) ，事r(z) =r( z)/J'( z) , H(l) =ln(1Jf/2) -1Jf(l/2) 

である したがって ， L* は

L*=exp[ -m'X2p(l)/ l] 

で与えられる

P13 最尤法の拡張と Stein の問題

(加瀬滋男)

ワーク待ち行列問題を扱う.この型の待ち行列について H. Akaike. 153-164. 

は， Jackson(1954) 等により，先着順十一ビスで，サ Annals Inst. Statist. Math. 29 , 2, 1977. 

ビス時聞が指数分布にしたがい，また各窓口でサービス 多変量正規分布の平均に対する通常の最尤推定量は 2

を終えた客は，決められた確率にしたがし、つぎの窓口を 乗平均の意味では過大評価され偏りを生ずる.このため

選ぶかまたは系の外へ出るとする問題を扱う場合，定常 J ames and Stein (1 961) によりある縮小係数を最尤推
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定量に付す (Stein 推定量)とか，その係数の正の部分 しばその絶対的値よりも相対的前後関係のほうが情報と

を取る (Stein 正部分推定量)とかして改良されている. して有効であり，その目的のために予測年次の相対化の

その後 Stein 推定量はベーズ的取扱いにより調べられて 方法を提案している.

きている.しかし本論文では，対数尤度の期待値を真の 5. 時間尺度の変化の計測

分布の一般化エントロピーと考え，これを最大化する立 同ーの回答者でもデノレファイ法の各ステップで予測を

場からベーズ的接近法によらずに，この問題を検討し， 行なう際の時間尺度全体が変化することがあるのでその

新しい推定量を得る.すなわち，真の分布の一般エント 変化を計測する方法を提案している.

ロビーを対数尤度の推定値と考えると，通常の最尤推定

値での対数尤度の値は常に偏りを生じ，一般化エントロ

ビーを過大言平価している.したがって多変量正規分布の

平均の最尤推定量は対数尤度を見掛上大きく評価し偏り

を生ずる. Stein による場合では推定された分布に関す

る真の分布の一般化エントロピー吋(推定誤差の平方
和)に等しく，平均平方誤差規準による最適化は一般化

エントロビーの平均に関する最適化と同じである.かく

してベーズ的方法によらず最適な縮小係数を見出す過程

で新しい推定量EME(entropy maximizing estimator) 

を得る. (岡本雅典)

ソフトサイエンス

816 デルファイ法の改良

J. W. Kendal. 75-85. 

T町h. For町ast. & Soc. Change 11 , 1, 1977. 

現在，テソレファイ法に対する評価はさまざまであり一

定していないが，かなり広く利用されている.この論文

はデノレブァイ法の予測の精度を上げるためにいくつかの

改良点を提案している.

1. 同時放行的な質問

同一の内容をもつが異なった表現の質問を 2 種類作成

し 2 群にわけた回答者に対しこれらの質問を交互に実

施することによって，コンセンサス形成や予測の精度を

高めることができる.

2. 中央値や 4 分位値の計算方法

予測における回答者の主観的な時間制l上の距離感覚が

対数尺度になっているという前提に従うならば，中央値

や 4 分位値の計算は得られたデータに対して直接に行な

うよりも， \，、ったん loge 変換を行なったうえで計算し，

その後で e 変換を行ないそれを最終的な結果とするほう

ヵ:よし\

3. デノレファイ法における確率

デルブァイ法で確率を質問する場合は，確率の値その

ものを質問するよりも確率の比を質問したほうがよい紡

果を得ることができる.

4. 予測年次の相対化

いくつかの事象が生起する年次を予測する場合，しば

1978 年 8 月号

(斎藤雄志)

817 コンピュータによる 3 人ゲームにおける提携の認

知

Y. Anzal. 403-431. 

Behavioral Science 22, 6, 1977 

3 人ゲームにおける 2 者間の提携の有無を知覚する情

報処理モテ、ルを構築し，人間の認知行動を考察する.モデ

ノレの主要部分はダイヤモンド・ゲーム (Chinese checｭ

kers) で，人間のプレイヤーが打つ“手"をシミュレ

ートするヒューリスティックなアルゴリズムと，提携の

有無を認知する手続きとからなる.人間のプレイヤーの

思考過程のパターンをプロトコール分析の結果より抽出

し，①最も移動できる駒を動かす，②他のプレイヤーの

“強い手"を妨害する，③後方に残された駒を動かす，とい

う 3 つの下位目標を設定してプレイヤーのモデルを実現

する.提携の有無については，アルゴリズムで決定され

た手の評価値と実際に人間のプレイヤーが打った手の評

価値との差を基礎として， プレイヤ{の特性ベクトノレを

つくり，判別関数により識別する.実験の結果，このア

ルゴリズムは比較的単純な構造にもかかわらず，約90%

の確率で、上手な人間の打つ手をシミュレートし，かなり

うまくゲームを行なった.このモデルによって，人間の

行動はかなり簡単であること，人間の行動は提携の可能

性が存在することで，ある程度影響をうけることの可能

性が示され，情報処理心理学レベルでの人間行動のモデ

ルとして有効であろうと思われる.

(青木式典)

818 諸目標聞の優先順位の設定

V. N. Campbell & D. G. Nichls. 561-578. 

Policy Analysis 3, 4, 1977. 

資源を賢明に配分することは，最高の利益をあげるた

めの知識そのものである.利益を予測するには，諸目標

の重要性を比較し，その優先順位を決めなければならな

い.この章は，政策決定者が優先順位を合理的に決める方

法を論じている.すなわち，優先順位を比較するための

諸基準の利点を調べ，順位見積りのための“価値配分"

法を論じ，この手法を一組の教育のための目標を使って

説明している.さらにアジアへ適用して，この手法を評

価している湊晋平)
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