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勝助変数法藍鱗形式解  
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態空澗をもっているマルコフ連鎖であり，これで十分  

と思われてきたように思われる。しかし，例えば，  

WBAS（Whole Batch Acceptance Strategy）の下  

での集団ポアソン入力有限容量（MJY／G／1／K）系を  

考えると9 隠れマルコフ法では解析が大変なのに対し  

て，補助変数法ではPBAS（PartialBatchÅcceptance  

Strategy）とほぼ同様に簡単に解析が進む¢ 前者があ  

る区間（サ山ビス終了時点間隔）の状態の推移を追う  

のに附し，後者が微か区間（オ，g十△f）の状態の推移  

を考えればよいからである。   

節2ヅ 節3では9 M／G／1待時系，ならびにM／G／  

c／c即時系を対象とする。補助変数法を丁寧に紹介し  

ながら，系内容数分布の定常解を得る。節3では残余  

サーービスを補助変数とした補助変数法により，横形式  

解が得られる亜 節4では，コンピュータシステムの性  

能解析法［5］として必須なる‘待ち一行列綱り9 を取り上  

げ，待ち行列網を解くために必要な横形式解とその周  

辺の概念を紹介するウ  

ニ・  ●．－－．－′・  

到着はポアソン過程に従い9 －一般サービス時間をも  

つ単【仙h鵬サーバを考える。待ち墨客量は無限とする。到  

着率をバヲ サービス時間分布（ガ（∬））のルベーグかス  

テイルチェス測度をd腎（∬）とする。ガ（∬）が確率密度  

関数（カ斬）ゐ（∬）をもつならば粛（∬）＝ゐ（∬）ゐ仇ラプラ  

ス。ステイルチェス変換（LST）を甜＊（s）とおく，甜＊（5）  

＝J訂e一ざ吉成甜（オ）心任意時濱肘における系内客数を血（れ  

サービス中の客の残余サービス時間を甜＋（g）とし9   

軋（g，∬）ゐ＝Pγ〔£（才）＝ノ，∬≦甜十（f）＜∬＋ゐ〕，ノ≧1  

（1）   

m。（才）…吊〔且（才）＝0〕  （2）  

とおく。微小区間△オ中の系の状態変化に着目すると，   

mJ（才＋△f，∬一△才）ゐ＝（トス△才）mノ（才，∬）ゐ   

＋バ△用頂J】1（才，∬）血＋閑古1（才，0）△寝甜（∬）十0（△オ），   

ノ≧2  （3）  

オ／ヾレーションズu リサーチ   

鼠吻 は臨め臆  

本稿はオペレーションズリサーチ（ORト応用確  

率①通信り情報。数理。経営系の学部生。院生を対象  

として9 中級レベルの待ち行列論をトピックス的に紹  

介する連載記事（毎回著者陣は異なる）の“皮切り”  

である。予備知識として，読者は高橋幸雄氏（東』二  

大）の入門講座［7］やその参考文献に団を通される  

ことを仮定する。   

今回のテー仙てアは補助変数法（sMppjementa㌻y VariⅣ  

a魁且eme班od）と横形式解（prodⅥCtformsolutio‡1）  

である。前者は系内省数過程のみではマルコフ（無記  

憶）にならない比較的複雑な待．ち行列システムに対す  

る常套手段であり，後者は待ち行列綱の解析に不可欠  

のものである。また後述するが，第2種の横形式解を  

導出するには補助変数法が用いられる。   

以下，単一ノ叫ド系を表記するのにKenぬヱ呈記号  

A／B／c／Kを用いる。Aは到着過程（Mはポアソン過  

程）9 Bはサービス時間分布を特徴づけ（Mは指数サ  

ービス時間分布），Cはサーバ数を表し9 Kは糸の容量  

（系内許容人数）を表すものとする。K＝∞の隠／K  

は省略するの   

さて9 畠血補助変数法99は，解析法としてCox以承の  

伝統があり一応，理論的な到達点に達しているが，初  

級編の待ち行列論の成書，教科書に記述されていない  
かいしゃ  

せいか9 あまり八尤に胎英されていない。確かにポア  

ソン入力一般サービス時間分布単一サーバ有限容量  

（M／G／且／K）系を見るとサービス終了時点に義憎し  

た 鎚隠れマルコフ法99 と‘‘補助変数法99 では得られる  

結果は同一であり手法的には大差がない。今まで9  

広‘隠れマルコフ法9p は解析的に取り扱いやすい離散状  

坪たかはし よしたか NTTマルチメディアネットワーク研究所  

〒180～8585武蔵野甫縁町39－11  

＊＊きの いっせい N濫C C＆C メディア研究所  

〒216⊥8555川崎市宮前区宮崎4－1－1  
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（15）  nl（≠＋△f，∬－△りゐ＝（1→人△f）口1（≠，∬）ゐ   

十バ△古口。（オ）d仔（∬）十口2（わ0）△寝首（∬）十0（△′）（4）   

n。（オ十△オ）＝（1一人△f）口。（f）十口1（J，0）△J＋0（△f）  

（5）  

が成り立つ，式（3），（4）の右辺第3項は△f中に客が  

退去し，次にサービスに入った客に対するサービス時  

間が［∬，∬＋ゐ）の間にある確率を意味する．同様  

に，式（4）の右辺第2項は△子中に生起して空きサーバ  

に入った客のサービス時間が（J，J＋ゐ）の間にあ  

る確率を意味する．   

口ノ（′十△′，∬－△わ一口ノ（′，∬）＝ロメ（′十△f，J－△オ）   

一口ノ（f，∬－△J）＋口ノ（≠，∬－△才）一口ノ（′，J） （6）  

なる恒等式を用いて変形した後，△才→0とすれば，式  

（3），（4），（5）は  

（意一意）nJ（′，J）＝一肌（f，か肌－1（′，∬）   

＋口打1（≠，0）d打（∬）／ゐ，ノ≧1  （7）   

ここで，d仔（∬）／ゐはサービス時間分布のルベーグ  

測度に関するラドン・ニコデイム導関数である．特に  

如かが存在する時はd打（∬）／ゐ＝ゐ（∬）．式（7）で晶（f，  

したがって，定常分布  

ロブ…1im島〔上（f）＝ノ〕  
≠→（氾   

＝上∞nJ（∬）血ノ≧1  

のz変換は口＊（z，0）となる．正規化条件   

口＊（1，0）＋口0＝1  

より，式（15）から，   

（16）   

口。＝1－β  （17）   

故に，任意時点における系内省数の定常分布（口ノ）  

00 の母関数n（z）＝∑zブロノは次式のように解けたことに  
J＝0  

なる．  

（1－P）（1－∵Z）〟＊（スーパz）  
口（z）＝   （18）   

／／・；、しこ・′・ミニ卜こ  

式（18）はポラチェック・ヒンテン（Pollaczek－  

Khintchine）の公式と呼ばれ，通信システムや情報  

システムの性能評価に不可欠のものである．zに関し  

て微分して1を代入すれば，系内客数のモーメントに  

関する情報が分かる．   

ここでの定式化は，有限容量（M／G／1／K）系の時  

にも成り立つ．ただし有限ということで，g一変換を  

取らずに，有限の方程式系から定常分布に関する漸化  

式を得るのである．一般に，有限容量モデルに対する  

系内容数分布を陽に求めることは困難であるが，ポア  

ソン入力時には，最近になって陽解が得られた［1］．  

コンピュータを使えば式（11）のような漸化式があれば  

充分である．その意味ではM／G／1／Kは数値的に解  

けることは容易に分かる。  

IP－0Ver－ATM（Internet Protocolover Asyn－  

chronous Transfer Mode）ネットワークにおける  

SVCC（SwitchedVirtualChannelConnections）性  

能評価には，サーバ遊休／準備時間のあるM／G／1／K  

系が重要となるが，この場合にもここでの議論が適用  

される．詳細はSakai，et al［3］を参照されたい．ま  

た，バーストトラヒックを表現するMMPP（Mar－  

kov－ModulatedPoissonProcess）やMAP（Markov  

ArrivalProcess）にも拡張可能である［4］．  

3．M／G／c／c系  

入力過程は前節同様，到着率バのポアソン過程とし，  

一般サービス時間分布ガ（∬）をもつサーバがc個並列  

に置かれ，各々独立にサービスされるものとする．到  

着客がc個サーバがすべて稼働中であることを見い出  

す時，その・客は呼損となり，系外に去るものとする．  

（35）563   

J）ゐ＝口。（≠）ガ（ゐ）と約束する．   

オn。（才）／虎＝一人口。（才）＋口1（オ，0）   

平衡状態の存在を仮定して，   

ロブ（∬）…1imロブ（′，∬），ノ≧1  
f→00   

口。…1im口。（才）          f・→く刀  
とすると，式（7），（8）より，時刻≠に関する導関数を  

0とおいて，次式を得る   

－dロブ（∬）／ゐ＝－バロノ（∬）＋バロノ＿1（∬）   

＋門井1（0）d仔（∬）／ゐ，ノ≧1  

人口。＝口1（0）   

式（11），（12）を解くため，口ノ（∬）のz変換を口（z，∬），  

そのラプラス変換をn＊（z，∫）とする．すなわち，  

の  

n（z，ズ）…∑zJロブ（∬） J＝1  

口＊（ろS）≡真之でe－β∬ロブ（抽  

式（11）は，以下に変換される  

（∫－バ＋人言）n＊（ろ∫）＋〃＊（5）z■1Il（z，0）  

－（1一之）バH。月‾＊（s）＝口（z，0）  

上式で5＝ス（1一之）とおけば  

（13）  

スz（1一之）ガ＊（バースz）  
口（z，S）   （14）  口。  

／J…：（1 ′ここ）ニ  

式（14）を式（13）に代入すると  

スz（1一之）  〝＊（5）一方＊（バーバz）  
口＊（z，S）   n。  

∴・／／‥－して－′ミニ）  ざ一人＋スz  

1998年10 月号  
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この系はいわゆる即時系（loss system）と呼ばれ，  

通信システムでは古くは電話網から最近のA′rM網  

（呼レベル制御）に至るまで，トラヒック設計も蘇り  

御㊥管理に不可欠のものである℡   

初等待ち行列コ山スではサービス時間が指数抄位相  

型分布に従うと仮定し，出生死滅過程や離散状態マル  

コフ過程（位相法）により，M／M／c／c（あるいはM／  

炉銅／c／c）系が解析される。本稿では，中級待ち行列  

コ叫スとレーうことで9 サービス時間が一般分布に従う  

場合を取り扱う。   

任意時亥腔における系内容数を且（オ）（＝¢，且，2，…，C）  

とするひ 前節と同様の記号⑬定式化を用いるが，今度  

は複数サhバ系を取り扱うため，系内容数分の残余サ  

ービス時間が必要である。平衡状態の存在を仮定して，   

mJ（恥…，∬J）ゐ1…血ブ…1im脛r〔且（オ）＝ノ，∬1≦g茄卜（f）  
r・立l   

く∬ユ十血1，…，み≦紺（才）＜み十dわ〕（1≦ノ≦c）（19）   

m。…1五m厨r〔且（オ）＝0〕  
才→00  

（20）   

を導入する酌 解析の必要＿比「客は空きサ山バをラン  

ダムに選択する」という仮定を設ける。この仮定によ  

り，汎（恥…，み）は変数恥…，みの対称関数となるp ノ  

個のサーバが稼働中（bⅥSy）である状態を（ゐ1，∂2，…，  

払）で表した隠 新たに生起した客0は（ノ＋1）種類の位  

：「■●：‥・ご・ ・・～● ′、リ．JJ・・ ● ‥l・・ ・‥：＿  

等確率（ランダム）で配置される。   

M／G／且系と同様，微小区間△g中の状態変化に着目  

れば  

w真意批ヱ，…プみ）ニ～」（卜あ，C）批ユ，…，み）  

・＋桝・7血u・γ勘）普   

十（1－＆，。）（プ＋1）m州（恥．．。，∬ノ，0）（1≦プ≦c）（24）  

（プ十ユ）聞ノ（恥…，み，¢）＝バmJ（∬1，…，み）（且≦ノ≦c）（25）   

ml（0）ニバm。  （26）   

ただし引数が，空集合の時m。（¢）…m。と約束する。   

式（24）Ⅶ（26）を解析的に解くわけであるが，ここで，  

関数mJ（恥…P，諾ノ）の対称性に清田し，   

Ⅲノ（∬且，。－．プみ）＝払p（∬ユ）．日伊（み）（1≦ノ≦c）  （27）  

なる横形式（変数分離法）を試みる（解を予想する）。  

連立微分方程式系（24）－（26）の解はマルコフ過程の定  

常分布ゆえ，叫意的である。したがって，もし解くの  

に都合の良い式（27）が方程式系（24）－（26）を満たすこ  

とを確認すれば，それは本当の解（横形式解）である。  

¶一般性を失うことなく伊（0）＝1とおくことができる叩   

式（27）を式（25）－（2＄）に代入すれば，   

Cl＝戎m。  （28）  

（ノ十1）抗十1＝月払（1≦ノ≦c）  （29）   

式（2B）肝（29）を逐次解くと，  

Cノ＝悶o（1≦ノ≦c）  （30）   

再び，式（27）サ（30）を式（24）に代入してノ＝1の場合  

を考えると  

すると   

mJ（∬1－△f，…，み¶△f）ゐ1…血J   

＝〔且一人（1一あ。）△細孔（恥…，∬J）ゐ1．．．あ   

十（乱【あ。）（プ＋1）mⅢ（恥…，み，0）ゐ1…ゐ．7△才  

＋バ△g†汎－1（町‥伽）血…れ1粛（・ち・）   

＋0（△オ）（1≦プ≦c）   

ml（¢）＝戎m。   

幽  

諸や）＝         （／‡1■  

初期値甲（0）＝1より，式（31）を解いて，  

甲（∬）＝甜C（∬）  

…1¶一甜（∬）  

再び，式（27），（30），（32）より  

・・；】  

（32）  

ノ  
m血クp－丹勘）mom〔1一鵬）川≦グ≦c）（33） J、⊥こ1   

式（33）は実際（ノ≧2の場合も）式（24）－（25）の解で  

あることが確かめられる。したがって我々は所要の解  

の形を得た。残された仕事はmoを求めることである。   

さて予 定義により任意時ノ真における定常系内容数分  

布（mJ）は次式となることに注意しよう。  

ここで＆。はKro甘IeCkerのデルタである。式（21）の  

右辺第3項は9 空きサーバ選択がランダムである仮定  

から，新たに生起した客がノ個の可能な配置のうちの  

1つを等確率与で選択していることを表す¢   

さらに，△£中に新しい客が生起して9 空きサーバ  

を選択する事象を考えると，   

mⅢ（∬1【△f，…，∬．グー△g，△才）ゐ1。‥ぬJ△若   

㌻mJ（恥…Pみ）血…か0（△才） （23）  

」二式の右辺第1項は式（21）の右辺第3項同様に考え  

て得られる。   

式（21）－（23）の両辺を血1．。．あで割り，△オ→0とす  

56穏（36）  

m、戸臆ア…宜∞m血…∬訪払…ぬ   
＝mo（且≦ノ≦c）  

ここでp≡戎ゐ   

…力点∽〔1一触）〕ゐ  

（34）  
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れは密接な関係をもつが意味するものは別である．は  

じめに，この2種類の積形式解を紹介する．   

第1種の横形式解：単一サーバのⅣノードからなる  

ジャクソン型待ち行列綱の定常状態分布は，ノードオ  

の客数が∬どである周辺確率釣（∬ブ）の積の形，すなわち   

方（れ，∬2，…，∬Ⅳ）＝Cれ（∬1）乃（∬2）…恥（∬Ⅳ）   （36）  

に与えられる．Cは正規化定数とする．また，1／〃fを  

ノ←ド才での平均サービス要求時間，仇をトラヒック  

方程式を解いて得られる平均訪問回数，トラヒッタ密  

度βど＝取払とすると，   

れ（∬ゴ）＝β㌢ オ＝1，2，…，Ⅳ．  （37）   

第2種の積形式解：斤種のクラスがあるM／G／1モ  

デルを考える．クラス々の客は到着率んのポアソン過  

程で到着し，サービス要求時間5ゐは平均値1ルゐをも  

ち，分布関数j㌔（f）＝P（5烏≦f）（確率密度関数ム）に  

従う。サービス率は滞在客数に依存しないとする．こ  

の時，サービス規律が対称型待ち行列（後述）となる  

条件を満たすなら，この待ち行列モデルの定常状態分  

1）より  
件 （ 

IC 

∑口J  
ノ＝0  

正規化条  

口0＝（真野1   
（35）   

式（33），（35）により定常解が得られた．特に定常系  

内客数分布は式（34），（35）で与えられる．   

走骨解（33），（35）はいわゆる横形式（product form）  

を成しており，系内客数分布（口ノ）がサービス時間分  

布に（平均を除いて）依存しないことを示している．  

このように平均値にのみしか依存せず，それ以外の分  

布形の情報に依存しないとき，ロバストネス（robust－  

ness）がある，あるいは，不感性（insensitivity）を  

持つという．すなわち，M／G／c／c即時系の定常分布  

（特に呼損率口。）はサービス時間分布に対して不感  

性を持っている．   

Erlang（1917）は，M／M／c／c即時系の定常分布が，  

M／D／c／c即時系についても成り立つということを不  

完全に証明し，一般サービス時間分布でも成り立つか  

という問題を提起した．この間題に対し，数学的に厳  

密に証明を与えたのがSevastyanov（1957）だが，  

定式化としては，経過サービス時間（elapsed ser－  

vice time）を補助変数とした補助変数法を用いてい  

る。藤木，雁部［8］には経過サービス時間を補助変  

数とした積分微分方程式が記述されているが，本稿で  

は，残余サービス時間（remaining service time）を  

補助変数とした微分方程式のみのア70ローチを紹介し  

た．補助変数として経過（elapsed）をとるか，残余  

（remaining）をとるか好みの問題とされているようだ  

が，後者には面倒な境界条件が不要で，積分微分方程  

式ではなく微分方程式のみで解析が行われるため，利  

点が多いように筆者らは思う．これまでM／G／c／c即  

時系に対し，後者の（残余サービス時間を補助変数と  

する）アプローチが見られなかったのは不思議である．   

現実の通信システムには，この他，集団到着や留保  

（server reservation）をしていることがある．この  

時に定常解を求めることが，実用的な課題として残さ  

れている．  

4．待ち行列網  

待ち行列モデルが「解けた」ということを，定常状  

態の分布が陽な形で得られたものと解釈するなら，  

「解けている」待ち行列網モデルとしてよく知られて  

いるものは「横形式解」をもつモデルであろう．一般  

に横形式解といわれているものは2種類あり，それぞ   

1998年10 月号  

布は，  

〃  方（e，〝）＝す（c）口〃。∠（1一凡∠（〝～）），  
ヱ＝1  

す（c）＝碩忠  

と表される．Cは正規化定数，Cゎ y∠をそれぞれ待ち  

行列の／番めの位置に滞在する客のクラス番号と残余  

サービス時間，C＝（c′）鞋1，〝＝（〝～）た1とする．   

横形式解の意味するもの：横形式解（36）は，各ノー  

ドの滞在客数が互いに独立であることを示している．  

また（37）は，正規化定数の相異を除けば，各ノードの  

周辺確率がM／M／1と同じになることを示している．  

綱内の各ノードへの到着過程は独立なポアソン過程に  

はならないにも拘わらず，これらの横形式解が成り立  

つことは興味深い．積形式解（38）は，滞在客の残余サ  

ービス時間は互いに独立であることを意味している．  

このように定常分布す（c）がサービス時間分布の平均値  

のみに依存し，それ以外の性質には影響されない性質  

をもつ時，この待ち行列は不感性（insensitivity）を  

もつという．   

方程式を解く：複雑な待ち行列について，横形式解  

（36），（38）のような美しい形の解がどのようにして得  

られたのであろうか．その方法の特徴的な部分は，方  

程式を「解く」部分にある．複雑な待ち行列綱モデル  

の場合には，方程式をたてることはできてもその解を  

通常の方法で解くことば一般に困難であるため，方程  

式を直接解くことをあきらめ，解の形を予想するとい  
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う方法を採る。定常マルコフ過程の状態間推移を表現  

する方程式は大域平衡（globalbalamce）方程式とい  

われ，状態空間を乳、状態凄から状態∬′への推移率を  

留（∬，∬′）とすると，  

方（∬）慧材（∬，∬′）＝∑打（∬′）¢（∬′，∬），∬∈ぶ （40） ∬∈∫∬′∈5  
という形をとり，状態∬から流れ出る「確率流」と状  

態∬に流入する「確率流」が平衡する条件を表現して  

いる。大域平衡方程式（40）は線形方程式であるから，  

解が存在するならばその解は一意である。したがって，  

積形式解を証明する論法は，まず何らかの方法により  

方程式（魂の）の解を予測し9 その予測解を（40）に代入し  

てみて矛盾のないことを確かめる9 ということになる。  

すなわち，横形式解は方程式を「解いて」得られるの  

ではなく，「発見して」得られるものであるひ それで  

は，複雑な形をした方程式（40）からどのようにして解  

の形を予測するのであろうかゃ 解の予測を助けるとと  

もに9 それ眉体が待ち行列の解析に深い洞察を与える  

いくつかの確率過程と9 それに関連する平衡方程式が  

研究されている。   

可逆過穣と燭所平衡方程式：状態空間5をもつ定常  

マルコフ過程∬（才）について9 時間を逆転させた確率  

過程∬（】g）を通過程（reversed process）という。  

g（才）および∬（】g）の状態推移率をそれぞれ仔（∬，∬′），  

¢′（ぷ，∬′）とするの このとき，∬（－才）は∬（f）の定常分  

布方（∬）と同じ定常分布をもつ定常マルコフ過程とな  

り9 ∬，∬′∈割こついて以下の関係が成り立つ。   

方（∬）¢′（ぽ，∬′）＝方（∬′）ぜ（ガ′，め  （41）  

ガ（才）が逆過程斉（一宮）と確率過程として同じ性質（有  

限次元の同時分布が同一）をもつとき，斉（g）は可逆  

であるという。g（才）が可逆であるための必要十分条  

件は9 慧∬∈5方（∬）＝1となる正数方（∬），∬∈ぶが存在し，   

方（∬）α（∬，∬′）＝方（∬′）仔（∬′，∬）∬′∬′∈ぶ   （42）  

を満たすことである少 ここで，（41）式の左辺に現れる  

α′（∬，∬′）が（42）式の左辺では仔（∬，∬′）に置き換わって  

いることに注意ゆ この時，方（∬）は∬（f）の定常分布に  

なる出 方程式（42）は局所平衡（detai且ed ba且amce）方  

程式といわれる。局所平衡方程式を満たす解は自動的  

に大域平衡方程式をも満たす¢ 定常M／M／1待ち行列  

長過程ほ可逆過程の一例である。   

準可逆過程と部分平衡方程式：サービス要求時間が  

叫般分布に従う原クラスの客が存在する〉一つの待ち行  

列を考える。この待ち行列の時刻ねにおける状態∬（あ）  

が各クラスcについて9  

56済（38）   

⑳時刻ね以降に到着するクラスCの客の到着時点列   

⑳時刻ね以前に退去したクラスCの客の退去時点列  

に独立な定常マルコフ過程になる時，この待ち行列は  

「¶準可逆（quas仁revers摘1e）」であるといわれる。あ  

る待ち行列が準‾町道なら，クラスCの客の到着時点列  

は独立なポアソン過程となりサ またクラスCの客の退  

去時点列沌独立なポアソン過程となる。ただし，この  

道は成り立たないので注意が必要である8 準可逆な待  

ち行列の状態∬に対して，この状態よりもクラスcの  

客が1八だ£ナ多く撃 その他のクラスの客に関する状態  

は変わらない状態をすべて集めてできる状態集合を  

ぶ（c仁∬）とする山 この隠 準可逆性より，クラスCの客  

の到着過程はそのクラスCのみに依存し状態慄には依  

存せず，到着率は  

α（c）＝ 
∬′。。，∬） 

（43）  

となるり －一方，この待ち行列の逆過程もまた準可逆な  

待ち行列に対応することから，逆過程におけるクラス  

cの客の到着率もまた状態∬（あ）とは独立になる。逆過  

程の到着過程は順過程の退去過程であり，定常性から  

退去率と到着率は等しいことを用いると，逆過程の推  

移率仔′（∬㌧戌・）を用いてα（c）はまた  

α（c）＝∬′。罠、，J）仔′（∬，∬′）  （舶）  

と表すことができる。（43）と（舶）のそれぞれの右辺を  

等しいとし9 順過程と通過程の間を結ぶ関係式（41）を  

用いることにより次の関係を得る。  

方（∬）∬′∈鼠∬）仔（∬タ∬′）＝∬′∈鼠，g）方（∬′）ヴ′（∬′タ∬）（45）   
方程式（45）は部分平衡（paTtialbalance）方程式  

といわれる¢ 部分平衡方程式は大域平衡方程式（40）と  

よく似た形をしている由 相異は流入と流出を平衡させ  

る状態の範囲のみであり，このことから直ちに，部分  

平衡方程式を満たす解は大域平衡方程式の解となって  

いることがわかる8 また，局所平衡方程式を満たす解  

は部分平衡方程式の解になっていることも明らかであ  

ろう。部分平衡方程式（45）の左辺は9 状態∬の時にク  

ラスcの客が到着することによりその状態を離れる率  

と9 ある状態∬′からクラスCの客が過去することによ  

り状態∬に移行する率が等しいことを表している心 こ  

のことが部分平衡方程式をつくる際の示唆を与える。   

準可逆なら待ち行列は，第2種の横形式解をもつ血  

準可逆な待ち行列から構成される待ち行列網を，準可  

逆な待ち行列綱という。準可逆な待ち行列網は定常状  
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∑砦1〃。“β（J，C）－∂（J，q川））＝0を満たす場創こも成立．  

この条件をローカルバランス条件という．先着順  

（FI『0）規律をもつ待ち行列は，対称型待ち行列で  

はないが，ローカルバランス条件を満たし横形式解を  

もつこともある．  

態分布に第1種の横形式解をもつ．また，準可逆な待  

ち行列綱の逆過程はやはり準可逆な別の待ち行列綱に  

対応している．各種過程と方程式の関係をまとめると  

次のようになる．  

（謂謁⊂認諾⊂定常マルコフ過程                 （大域平衡）   

ステーションバランスとローカルバランス：どのよ  

うな規律をもつ待ち行列が準可逆な待ち行列になるの  

であろうか．必要十分条件は明らかではないが，十分  

条件として，ステーションバランス（station baト  

ance）条件およびローカルバランス（localbal－  

ance）条件を満たす待ち行列等が知られている．ス  

テーションバランス条件を満たす待ち行列は，対称型  

待ち行列（symmetric queue）といわれる．状態cの  

時，待ち行列中の位置Jに滞在する客にサービス能力  

のβ（／，C）をふりむけ，またこの状態に出会う到着客は  

∂（J，C）で位置Jを選択する規律を考える．ここで，  

∑呈1β（／，C）＝1，∑賢才∂（J，C）＝1とし，客の到着や過去  

による位置番号の付け替えは順送りとする．βや∂の  

選び方でさまざまな規律が表現できる．横形式解の証  

明は補助変数法あるいはその表現を変えたGSMP  

（Generalized SemトMarkov Process）を用いるが，  

その際c【～】＝（cl，‥リCト斗C机，…，C乃）とし，  
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㌫ ん（〝。g）  
（β（／，C）－∂（／，C［′］））＝0  （46）  

缶1一凡g（〝。g）  

が成り立てば横形式解が成り立つ．（46）は明らかに，  

β（／，e）＝∂（J，C岬）の場合には成立．この条件をステー  

ションバランス（station balance）条件という．一  

方，（46）はすべてのクラスのサービス要求時間が指  

数分布（平均値は異なっていてよい）に従い，  
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