
状態方程式を解く

高橋幸雄

よく知られているように，多くの待ち行列モデ

ルは適当な状態をとることによってマルコフ連鎖

やマルコフ過程に帰着することができ，それらの

定常分布から待ち行列モデルの平衡状態における

種々の特性量が計算できる. このため，待ち行列

モテールの解析の第 1 歩は，マルコフ連鎖の定常分

布を求めることから始まることが多い.

この定常分布が満たしている方程式を一般に状

態方程式と呼んでいるが，ごく単純なモデルの場

合を除いてかなり複雑になり，解析的にも数値的

にも解くのはなかなかむずかしい.特に数値的に

あっかう場合には，状態の数が無限になっている

点をどう克服するかがポイントとなることが多

し、.

これを何とかしようと，最近， M. F. Neuts を

中心に，特殊な構造をした推移確率行列をもっマ

ルコフ連鎖の定常分布を数値的に解く方法の研究

が進められている.これら一連の研究によって，

多くの待ち行列モデル，特に容量が無限の行列は

1:本しかないような待ち行列モテ守ルの多くが数値

的に解けるようになった.残念ながら，無限の容

量をもった行列が 2 本以上あるモデルに対して

は，積形式にでもなっていないかぎり，まだあま

りうまい方法は知られていない.それでも，これ

らの研究によって，待ち行列モデルの数値計算法
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がかなり見とおしよくなったことは確かであろ

う.ここではこれらの研究の一部を紹介しよう.

各節の標題には，わかりやすいようにいわゆる標

準的なモテールの名をあげておいた. これは推移確

率行列の型を示しているだけで，それ以外にも多

くの応用が試みられている.

1. GljPHjs タイプ

GI/M/s モデルが Kendall の隠れマルコフ法

を用いて解析できることはよく知られている.同

じように，サーピス分布が相型分布注)の GI/PH/s

モデルでも客の到着時点(の直前)を考えて，系内

人数 n と各窓口におけるサーピスの相番号 tkの組

(n;it , i2, …, i.) を状態にとると，次のような構造

の推移確率行列をもったマルコブ連鎖が導かれ

る.
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B10 Bu Ao 0 。

2 B20 B21 A1 Ao 0 

Bω B81 A~ A1 Ao ... I (1) 3 

4 B40 B41 A8 A2 A1 

注)相型分布:状態数有限，時間パラメータ連続の

吸収的マルコフ連鎖における吸収時間分布として表わ

しうる (0，∞)上の確率分布を相型分布(phase-type 
distri bution) と呼ぶ [4 ， 7]指数分布， アーラン分

布，超指数分布などを含み， (0，∞)上のすべての確
率分布のクラスの中で爾密である.
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ここで O は系内人数が 5-1 以下であるような状

態の組， l1 (n孟1)は系内人数が n+s-1 であるよ

うな状態の組を表わし，島町や A.. は行と列で示

された組問の推移確率のなす小行列を表わしてい

る. (!)の形から，状態の組竺は o を除いて，同

じ数の状態(r 個としよう)から成っている.

このような構造をもったマルコフ連鎖は，いろ

いろな種類の待ち行列モデルの中に見つけること

ができる[ 7].たとえば， (イ)扱者が故障し修理を

受けるモデル， (ロ)第 l の待ち行列がオーパーフロ

したときに第 2 の待ち行列に客が流れるモデル，

け 1 つを除いて行列の制限値が有限なネットワー

クモテール，付マルコフ的に変わる環境の下で到着

率やサービス率の変わるモテ、ル， G劫待たずにサー

ビスされる客と待ってからサービスされる客でサ

ービス率が異なるモデル，付優先権のある客に対

しては損失系となるモデル， (的優先権のある客の

有限ソースのあるモデル，など.これらでは到着

分布やサービス分布が相型分布(一部は一般分布

でもよし、)であれば，このタイプのマルコフ連鎖

に帰着することができる.

Neut自の方法

(1)の形をしたマルコフ連鎖 z の性質を調べよ

う.状態の組分けに対応して ， X も小ベクトルに

分割して，

X=[XoXl X2XaX, ...J (2) 

と表わされるものとする.

定常分布 X は XP=X を満たすから，状態方程

式は，
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Xl = I; xν B.1 
u=O 

(3) 

Z筒=I; xη+v-lA.， n=2 , 3 ， 4，・
ν~o 

1:: x.e= 1 

となる.ここで e はすべての要素が 1 の列ベクト

1981 年 4 月号

ルで、ある. (3) の第 3 式で，いま，形式的に 3犯の

ところに rXr 行列 X の n 乗を置いてみると，方

程式

X=  I; X.Aν (4) 

が得られる. Neuts はこの方程式が少なくとも 1

つの非負解をもち，最小の非負解Rに対して次の

性質が成りたつことを示した [5 ， 7]. 

基杢星里 マルコフ連鎖Pが非零再帰的(posi

tive recurrent) ならば R のすべての固有値は

絶対値が l より小さく ， xP=x を満たす確率ペグ

トル z が存在して， (2) の分割に対して，

Zπ=Xn-lR (n~2) (5) 

が成りたつ.R の第 (k， j) 要素は，盆の k 番目の

状態から出発したとき空にもどる前に n+l の j

番目の状態を訪問する平均回数である.

(ラ)から xn=x1 R免であるので， {Xn} は公比が

行列 R の等比ベグトル列になっており ， xo, xhR 

の 3 つが定まれば定常分布ベクトル3のすべての

要素はそれらから計算できる.このうち公比行列

R は次の逐次代入法で求めるが便利である.

R(O) =Ao 
ト (6)

R(n) = I; [R(n ーI) J必 Ak (n孟 1) ) 
k~O 

n→∞のとき ， R(n)→R である. (6) の無限級数

は k が増加するとともに項が急速に O に近づくの

で，実質上は適当な所で、打切ってさしっかえない.

残る小ベクトル Xo， Xl は次の連立一次方程式

から求められる.

xo=XoBoo +Xl I; Rk Bk+l 0 、
.t=o 

xl=XoBol +Xl I; Rk Bk+l1 r 
k=O 

xoe+xl(I-R)-le= 1 

このように(1 )の形をした推移確率行列の定常

分布は等比ベクトル列の形をしているので， (6) で

R が計算できれば，有限次元の連立一次方程式を

(7) 

解くことによって求められてしまう.
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理論的応用

上の基本定理は数値計算法の導出に利用できる

ばかりでなく，待ち行列モデルの理論的解析にも

有効である.R は非負行列であるから Perron

Frobenius 根(絶対値最大の固有値)守注O をも

ち，それに対応する左右の固有ベクトルを u， v 

(ue=uv=l) とすれば， n→∞のとき Rn= 7Jn vu+

o(グ)である.これから，

品=(Xl V)7Jn-1U+O(7Jn) 

であることがわかる.

(8) 

GI/PH/s モデルのとき，盆は系内人数が n+s

-1 人の状態の組であった.したがって，系内人

数が n である確率 pn は，

れ=仇-Hle=(Xl V) 7Jn-s+O(ず (9)

となる.これは系内人数分布の裾が指数的に減少

していくことを示している.

このような考察をさらに進めて ， GI/PH/s の

待ち時間分布の裾が指数的に減少すること，また

その減少する率や甲の値は簡単な方程式から求め

られることが証明されている [6， 10]. 

上の結果を使って数値計算を行なうとき注意す

べき点がいくつかある. ここでは 2 つだけあげて

おこう.

状態のとり方について

第 1 は状態のとり方についてである.待ち行列

モテールをマルコフ連鎖に帰着させるのにも幾通り

かの方法が可能な場合，原則として 1 つの組に入

る状態の数 r が小さくなるようにすることが大切

である.たとえば，各窓口におけるサービス分布

が同じである標準的な GI/PH/s の場合， ( 1 )の

すぐ上で示した状態のとり方は簡単ではあるが効

率的ではない.各窓口での相番号の組をとるより

は，各番号の相のサービスを行なっている窓口の

数の組をとるほうが良い.サービス分布の相の数

を hとすると，前者は r=h8 であるのに対して後
fh+s-l¥ 

者は r=~'. '; ')である.

とはいっても， (1)の中の小行列 Bmn や Aπ の
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ことも考える必要がある.たとえば， GI/PH/s モ

デルでは An の要素は『ある客が到着した時点で

の各窓口におけるサービスの相がある与えられた

状態にあったとき，次の客が到着するまでに n 人

の客のサービスが終了しかっその時の各窓口での

サーピスの相が与えられた別の状態になっている

確率』である.この確率を求めることは一般にそ

うやさしくないし，また n が大きくなれば An の

要素はほとんどすべてゼロでなくなってしまうの

で疎行列のテクニックも使えない.もし到着間隔

分布が相型であれば，次節で述べるように，状態

を表わす際に到着過程の相番号も入れて，時間パ

ラメータ連続のマルコフ連鎖としたほうが扱いや

すい.

このとき組里に含まれる状態の数は増えるが，

推移確率行列に相当する無限小生成作用素はブロ

ック三重対角となり，またそこに出てくる非零の

小行列も，多くの場合，疎行列となる.

プロヴク Gau自白・Seidel 反復法

第 2 Vこ r が大きいときは，この方法を直接使

うよりも， (8) の性質を利用してブロック Gauss

Seidel 反復法(BGS 法)を使うことを考えたほう

が良いこともある. BGS 法というのは，ベクトル

列 {Xn} に対して通常の Gauss-Seidel 法の考え

を適用するもので，各反復においである Xn を計

算するときに，他の Xm， mキn， にはそれまでの

反復で得られた最新の値を代入して方程式を解く

というものである.このとき無限個の Zπ を扱う

わけにはいかないのであるが，ある所から先は

(8) の第 l 項で近似してやればかなり精度のよい

計算ができる.そのためには，適当な大きさのN

をとってnミN に対しては Xn= 7Jn-N♂N であるも

のとして方程式を書き直せばよい.

上で紹介した Neuts の方法だと R をいった

ん求めてから♂η を計算するので，少なくとも r2

{闘の未知数の値をまず決めなければならないこ

れに対して BGS 法だと，およそ rN 個の未知数

をもったベクトル (Xo ， Xt，… ， XN) の値を求めれば
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よいことになる.計算の方法などが違うため単純

に比較するわけにはし、かないが， r が N よりもか

なり大きいときには BGS 法のほうが良さそうで

ある. BGS 法の N は普通考えるよりもかなり小

さくて十分である.戸(1一甲) -1 が l に比べて十分

小さいか，あるいは C を R の絶対値が 2 番目に

大きい固有値として， (ICI/甲)N が十分小さければ

良い.筆者の経験では，それほど複雑なモデルで、

なければN が 100 を越えることはあまりない.

2. PH/PH/s タイプ

到着間隔分布もサーピス時間分布も相型である

PH/PH/s モデルで、は，システムの状態として，

系内人数 n， 到着過程の相番号 j，各窓口におけ

るサーピスの相番号ねの組 (n;j;九…， i.) [また

はもっと効率の良いものとして ， n と j と相番号

k のサービスを行なっている窓口の数 m必の組 (n;

j;ml, …, mh)J をとることによって，時間パラメ

ータ連続のマルコフ連鎖を導くことができる.そ

して前節で行なったと同様に，系内人数によって

状態を組分けすると，このマルコフ連鎖を記述す

る無限小生成作用素Qはブロック三重対角行列と

なる.これは，短い時間の聞に 2 人以上の客が到

着したり，サービス終了したりしないことによる.

無限小生成作用素Qをもった時関連続的マルコ

フ連鎖の定常分布は，推移確率行列 P=I+dQ を

もった時間離散的マルコフ連鎖の定常分布と一致

する.ここでは他節との一貫性を保つため，無限

小生成作用素の替りに推移確率を用いて議論を進

めていくことにしよう.この節で扱うのは次のよ

うな形のブロック三重対角の推移確率とその定常

分布である.

ノ o 234  

P=O 品。 B01
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( 10) 

4 。 A2 A1 
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このような形の推移確率行列(または無限小生

成作用素)は，すべての分布が相型分布で記述さ

れるモデルでよく現われる.前節で(1)の形をし

た推移確率行列の出てくる例をあげたが，それら

を記述するすべての確率分布が相型ならば， (10) 

の形であっかうことも可能である.

紙幅の関係で詳しいことは省略するが，相型分

布を用いたモテボルの推移確率行列ないし無限小生

成作用素を具体的に表わすのに行列のクロネッカ

ー積やクロネッカー和を用いると便利である [2 ，

10]. 

Neu旬の方法による計算

l 節で紹介した Neuts の方法によって， この

場合も計算することができる.公比行列Rは次の

逐似代入法で求められる.

R(O) =Ao 
r (11) 

R(n) =Ao+R(n一 1 )Al+[R(nー I)J2A2!

n→∞のとき R(n)→R である. (11) の第 2 式の

代りに次の式を使うこともできる.

R(n) =Ao (I-Ad 一l+[R(nー 1)J2 A2(I -Ad-1 

(12) 

またぬと Xl を求める(7)の式は次のように簡

単になる.

XO=XOBOO+XIBI0 

Xl =XOBOl +Xl (Bll + RB2d ト
xoe+xl (I-R) ーle=1

(13) 

前のときと同様に， Xπ=♂トlR (n孟2) である.

このように( 10) の定常分布は比較的簡単な逐次代

入計算と有限の連立一次方程式を解くことによっ

て求められる.

BSG 反復法

(1)の場合に比べて( 10) の場合にはプロック

Gauss-Seidel 反復法(BSG 法)もずっと簡単にな

る.前節では考え方を述べただけであったので，

ここでは具体的な計算方法について説明を加えて

おこう.

適当な初期値 X，， (O)から出発して，第 k 回目の

反復における X" の値 xn(k) は次の式によって計

算される.
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Xo(k) =xl(k-l )BI0 (1-B，ω) ー1

xl(k)=Xo(k)品1 (1-B11 )-1
+x2(k-l ) B21 (1 -B11)-1 

Xn(k) =xト1(k)Ao (1-A1) ー1

+Xn+1(k-l )A2(I -At}-1 

n=2， 3， ・ー ， N

XN+1(k) =甲(k)XN(k)

ただし，平(k) =xN(k)e/XN-1(k)e 

( 14) 

品(k) と仇(k- l) との差がすべて十分に小さくな

ったとき反復計算を終わる.ただし，この反復で

は x(k)e=L:xn(k)e= 1 が保たれていないので，

反復終了後すべての仇(k) の要素に，
N 

α=[Aza(k)e+(1 ーザ (k) )-1 XN川島)eJ-1

を掛けて，総和を l にする.

(1 4) の式も，なおケースごとに工夫の余地があ

る.たとえば， (14) ではあらかじめ Ao(1-A1) ー1

や A2(I-A1)-1 を計算しておくようになってい

るが，行列 Ao， At. A2 が疎でなおかつ A1 が三

角行列の場合(これは決して稀ではなく，多くの

応用例でこの条件が満たされている)には，

Xn(k)=xト1(k)Ao+xη(k)A 1 +♂π+1(kー I)A2

という式から順次 xn(k) の要素を計算していった

ほうが早い.このような工夫をすることによっ

て ， r がかなり大きな場合でも計算可能となる.

条件付確率法

(14) の式では aバk) は Xト1(k) と xn+1(k+l)

から計算される.このことからも予想されるよう

に，初期値仇(0) がたとえ n=O， 1 ，… ， Nー 1 で

は真の値 XlI. と一致していても ， n=N のときの

XN(O) が XN と大きくかけ離れていると，その違

いが全体の 3π(k) に鉱がって均されるまで，かな

りの回数の反復を必要とする. この点を考慮し

て ， Xn を ρn=Xne と確率ベグトル仇=Xn/pn に

分解して，はじめに仇だけを反復計算する方法

も考えられている [8， 9]. 

n を系内人数ががの状態の組であるとすると，

h は系内人数ががである確率，仇は系内人数が

がであるという条件の下での n に含まれる各状

194 (8) 

態の条件付定常確率のベグトルである. (8) の式

から仇=u+o(グ)であるから . u が簡単に計算で

きる場合には特にこの方法が効果的である.たと

えば標準的な PH/PH/s モデルでは，到着間隔分

布の時間単位を s 倍にした PH/PH/l モデルの

u からこのモデルの u が簡単に計算できる[1OJ.

したがって，まず単一窓口モデ、ルを解いてからこ

の方法によって複数窓口モデルを解けば計算時間

がかなり短くてすむ.

アルゴリズムは下のように BGS 法に比べて少

し複雑になるが，これは仇 1 と仇+1 t三けから，

つまり pn-1 と Pn+1 の情報を使わずに，仇を求

めるための工夫である.

適当な初期値仇(0) から始めて，次の式にした

がって順次仇(k) を計算する.

'Yo(k) =仇(k-l)B10(1-800) ー1

智1(k)= (~Aoe)-1~+ (cþBlO e)-1 ψ 

ここで， ψ= 'Yo(k)B01 (I -B11 ) ー1

。 ='Y2(k-l )B21 (I -B11)-1 

仇(k) = (ψ Aoe) ー1~+(ψ A2e)-1 c� 

ここで， ~=仏ー1(k)Ao (I-A1 )-1

。=仇+1 (k-l )A2(I-At}-1 

n=2， 3 ， ・・・ ， N

YN+1(k) =YN(k) 

この反復計算により Yn* ， n=O, 1 ， 2 ， ー・ ， N が得

られたものとしよう. これらは必ずしも仇*e=1

を満たしていないが，仇の定数倍になっているは

ずである. そこで pn+1/pn は次の式で計算でき

る.

Pπ+1/pn= (仇+1*e) (ν11.* Aoe) / (Yn*e) (仇+1*A2e) 

もちろん ， n~N では PN+t!PN と同じ値になるも

のと考える.これらの比と L: pπ=1 から Pπ の値

が計算され，

Xn =(仇*e) ー1pnYn*

から Xn が計算できる.

なお，この方法は，ほんの少し修正すれば，行

列の長さ (n の範囲)に制限がある場合にも適用で

きる.
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3. PH/G/l タイプ

M/G/l モテ‘ルに対する Kendall の隠れマルコ

フ法と同じように ， PH/G/l モデルで、も，サービ

ス終了時点における系内人数 n と到着過程の相番

号 j の組(n， j) を状態にとると，次の形の推移確

率行列をもったマルコフ連鎖が導かれる.

ノ立 234

P= 0 f Bo B1 B2 Ba B4 

Co Al Az Aa A4 

2 Ao A1 A2 Aa 

Ao Al A2 ... I (15) 
3 

4 Ao A1 

このようなマルコフ連鎖は， PH/G/l , PH/D/s 

のほか，交換機の解析に現われる周期的要素をも

っサービスを含むモデルなと事から導カ通れる.

(1 5) の形をしたマルコプ連鎖の定常分布には，

l 節で紹介したようなうまい性質が見つからない

ので，計算も多少やっかし、である.下で初度到達

確率を利用した計算法を紹介するが，実際の計算

に当ってはモデル間有の性質を利用してさらに工

夫を加える必要があろう.場合によってはブロッ

ク Gauss-Seidel 反復法のほうが効率的なことも

あろう.

初度到達確皐法

[ 1 J まず，状態の組担から組 n-I への初度

到達確率行列(笠の第 t 状態から出発したとき，

n一 l の第 j 状態に n一 l の中で最初に到達する確

率 gij の行列)G を求める. マルコフ連鎖(15)が

非零再帰的ならば， Gは次の式を満たす確率行列

である.

G= L; AνGν 

この G の値は (6) と同様の逐次代入法で計算す

ることヵ:できる.

[ 2 J 次に m=l ， 2, 3, ...に対して行列 R(m)

を次式から計算する.

1981 年生月号

R(m) = L; A.G.-m 
ν=m 

R(m)は，状態の組 nから組 n+m-I へ， n-l , 

V 竺士笠三Z を通らずに到達するタブー確率行列

(竺の第 i 状態から出発したとき nーし…，

竺士竺二1 の中で最初に竺士竺三1 の第 j 要素へ到

達する確率 rij(m) の行列である.

[3 J R'= [I-R(I)Jーl を計算する.

[4 J 状態の組 l から組 0 への初度到達確率行

列 H=R'Co を求める.H は確率行列である.

[ 5 J 状態の組 O から組 O への初度到達確率行

列

H
 

G
 

B
 

田
Z
M+

 

晶一
一

L
 

を求める .L は確率行列である.

[6 J L を推移確率行列としたときの定常確率

ベクトル怖を求める.

yoL=yo , Yoe= 1 

この ν。は Xo の pO-l 倍になっている.

[7J m= 1, 2 ， 3，'・・に対してベクトル

t(m)= L; νoB， G'-刑
ν=m 

を計算する . t(m) の第 j 要素は，確率ベグトル

怖にしたがって組 O を出発したとき， 0 ， 1 , ・，

m の中で m の第 j 状態に最初に到達する確率で

ある.

[ 8 J ベクトル旬η(=ρ。-IXη) ， n=I ， 2 ， 3，…，を

次式により計算する.
,.-1 

'Y,.= [t(n) + L; y, R(n+ 1 一 ν )JR'

[9 J 最後に po=[ L; 仇J-1 より Zη =po仇， n== 

1 ， 2 ， 3，…，を計算する.

なお，この方法で実際に計算する際には，無限

級数の処理，計算の順序など，モデルに則して工

夫を加えてほしい. [3 J には，はじめに旬。だけ

でなく Xo まで求めてしまう方法が提案されてい

る.また[ 1 J には，方程式を n話N に制限して

解いたときの解の近似の度合について議論してあ

る.興味のおありの方は参考になさるとよい.
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4. わが国における研究

わが国でも何人かの研究者が，待ち行列モデル

の数値計算を試みておられる.その多くが個別的

なモデルの数値計算であり，たとえば，多くの若

手研究者のいる京大や阪大では，直列型をはじめ

ネットワーク型待ち行列モデルや交差点モデルな

どがし、ろいろ数値的に研究されている.標準的な

モデルとしては，筑波大・逆瀬川氏の Ek/E2/S，

東京理科大・石川氏の GI/E，，/s， 筆者らによる

PH/PH/s および PH/PH/s(N)，などが多くの

数値計算を経験している.

電々公社武蔵野通研では，お仕事柄，多くのすぐ

れた研究をなさっており， OR学会や電子通信学

会などで発表なさっている.通信に関する種々の

モデルのみならず，一般的な数値計算法に関する

研究もある.最近，それらの研究の成果を数表の

形で刊行された[1 1J. M/M/s , M/D/s, M/品/s，

M/G/l , GI/M/s とし、った標準的モデルのほか，

損失系や有限呼源のモデルなどにおける待ち時間

分布や呼損率がすぐに引けるように工夫されてい

る.パラメータの値が細かく選んであり，実務家

にも研究者にも便利であろう.
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