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小野直亮（大阪大学工学部 情報科学研究科）

ネットワーク科学が与えた意義

して，パネラの方々に順に答えていただきたいと思い
ます．

司会： 「ネットワーク科学の今後」
についてパネル討論

1 現在の研究分野と主な研究対象は何か？

を行いたいと思いますが，まず，その動機付けにもなっ

2 これまでのネットワーク科学が与えた意義や成果

た 2005 年に出版された『Network Science』について話

は何か？

したいと思います．これは，米軍の依頼で米国科学ア

3 今後取り組むべき課題は何か？

カデミーの下部組織である National Research Council

4 何が本質的に重要で，その理由は何か？

（NRC）が，軍とは違う NPO としての中立な立場で，軍

5 そのために何をするのがよさそうか？

事を含めてネットワーク科学がどのような影響を与える
かをまとめた報告書です．世界中のネットワーク科学に

藤 原：

関係する研究者に対する Web 上でのアンケートの回答

会のネットワークにありま

を元にできています．当然，ネットワーク科学の最先端

し て，主に 経 済を対 象 に研

の研究者である Watts，Newman，Barabási らの意見

究 して いま す．経済 現 象を

も入っています．その調査結果の提言としてネットワー

色々な切り口で見ており，た

ク科学における 7 つの重要な研究テーマが挙げられてい

とえば経済における企業の

ます．まずは，パネラの方々のご意見を聞き，議論が深

成 長， ゆ ら ぎ， 経 済 ネ ッ

まった後半に NRC の提言について話したいと思います．

ト ワ ー ク， 人 的 ネ ッ ト ワ

私の興味は人や社

ークを扱ってきました．今は，
解析・可視化ツール，コミュニティ分析に興味があります．
これまでのネットワーク科学が与えてきた意義は，
1 つ目には，社会ネットワーク分析は歴史が長く，さま
ざまな研究成果が出されており，特に大規模のネットワ
ークの色々な解析技術ができたことです．つまり，統計
的にマクロなレベルで捉えるという手法が 1 つの意義だ
と思います．2 つ目に解析ツールが出てきたことがあり
ます．特に離散数学の研究者の寄与が大きいですが，あ
るマクロな性質を保ったネットワーク，たとえば，一般
化ランダムネットワーク
☆1

司会： 『Network Science』とは少し異なっていますが，
類似した内容でより簡潔にした，以下の 5 つの質問に対
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☆1

を統計の帰無仮説

☆2

として

一般化ランダムネットワーク：次数分布だけを保存し，それ以外の構
造がランダム性を持つようなネットワークのクラス．
☆2
帰無仮説：統計学の検定で調べる対象となる母集団の性質に関して ,
最終的に棄却されるべき仮説．

)
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使い，それから出てくる量を実際のデータとどこが違う

データを静的に分析したことがこれまでにネットワーク

かを調べる手法が，90 年以降出てきました．3 番目には，

科学が与えた意義ある結果の 1 つであります．2 つ目は，

実際のネットワークを見ると，べき乗分布かはともかく，

情報フローなどに関する動的ネットワークモデルの提示

分布のすそ野が非常に長い分布から，帰結が出てきたこ

もまた意義ある結果だと思います．これは，現在，研究

とです．2 つ例を言うと，1 つは，クラスタリング係数

が進行しています．

は，次数がポアソン分布に従う一様ランダムグラフで計

本質的に重要なことは，データの収集方法です．たと

算した量とよく比較しますが，次数分布のすそ野が長い

えば，世界は本当に狭いのか？という問題を扱ったミル

同様な分布を持つ一般化ランダムネットワークで評価す

グラムの実験では，データが確かでなかったと思います．

ると値が百倍ぐらい違います．もう 1 つは，友達の友達

今後，大規模社会ネットワークのデータの収集と解析が

の数を評価するときに，次数分布は非常に重要で，たと

重要です．その対象として，Web の世界も重要ですが，

えば，社会ネットワーク分析でスノーボールサンプリン

たとえば，職場などの日常のネットワークも今後の研究

グ

☆3

といったような手法がありますが，そういうとき，

課題だと思います．データの収集が本質的に重要ですね．

次数分布を加味しないと，どちらも実際にサンプリング

提言としては，大規模ネットワークの収集プロジェクト

に対して評価を間違うことになります．

の立ち上げを行うことがよいと思います．

今後取り組むべき課題については，大規模ネットワー
ク，多元的なネットワーク，動的なネットワークの 3 つ

小島： 興味の対象は，かつ

をどうやって解析するかです．大規模ネットワークは可

てニューロを，次に自律分散

視化の課題などがあります．多元的ネットワークという

制 御 を や っ て，2000 年 頃 に

のは，たとえば人のネットワークは必ずしも 1 種類のネ

ネットワーク科学を知りま

ットワークでつながっているわけではなく，趣味や地域

した．興味の対象が自律分散

といったさまざまな属性でつながっているネットワーク

制御なので，ネットワークと

のことです．それをどう捉えるかも課題です．また，動

関連性があるのではないか

的に変化するネットワークの特徴をどう捉えるかも課題

と思い始め，当時，Peer-to-

です．

Peer の研究が盛んに行われ

また，研究者ごとに，違う分野の対象のデータを持っ

始めており，ネットワーク上で自律分散させるとは，ま

ていれば，ネットワークの構造だけで分かることと，対

さに Peer-to-Peer での情報のやりとりが焦点になると

象ごとにノードやエッジが持っている属性などさまざま

思いました．それからオーバレイネットワークや情報検

な情報を比較できます．

索などを 4, 5 年やっています．自律分散制御の観点から
興味の対象は特に，ローカルな通信だけでいかに機能を
友知： 私の研究分野は，数

実現するかです．機能が与えられてそれを設計するにあ

理社会学と進化経済学で，研

たって，なるべく，ローカルな情報だけでやりたい，と

究対象は社会ネットワーク

いうのが自律分散制御の立場で，常にそれが必要かとい

やその上でのゲーム，さら

うと，それが集中制御でよい場合もあります．ただ，私

に，ゲームにおいて戦略が伝

は，ローカルな情報だけで機能を実現する問題に興味が

搬していくという考え方に

あります．

基づいた普及現象です．

DNA から社会などのサイズやスケールの異なる対象

これまでのネットワーク

の個別性を無視して抽象化することで，数学的に語れる

科学の意義を考える際，問

ことの意義が大きいですね．しかし，社会学といった現

題を認識して発見する過程において，言葉によってその

実を対象とすると，抽象化したことで個別の機能を落と

問題を語らなければならないし，それにより理解する必

しすぎたかどうかを考えねばならないと思います．それ

要があります．その言葉とは，中心性などのネットワー

が課題の 1 つ目です．2 つ目としては，構造からダイナ

クの指標だと思います．指標というものの見方 ─どう

ミクス（ダイナミクスにはネットワーク上での情報フロ

いう角度から問題を捉えるか ─ から，つながり構造の

ーなどのダイナミクスとネットワーク成長のダイナミク
スの 2 つがあります）にも注目しなければならないこと

☆3

スノーボールサンプリング：1 人ないし小集団の人によってリストア
ップされた知人に，同じ質問調査を次々に雪だるま式に繰り返すよう
なサンプリング手法．

です．
Peer-to-Peer の 情 報 検 索 を や る 際 に， ダ イ ナ ミ ク
スが絡んできますが，情報検索で言うと Kleinberg の
情報処理 Vol.49 No.3 Mar. 2008
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成果ですが，だた，単純な全体の統計量による俯瞰は，

ものを目指し，どのような機能をアルゴリズムで実現化

個々の性質に対して抽象的すぎます．個々の局所的な構

したいかによって異なります．このアルゴリズムを評価

造やノードの性質がどのような機能を持っているかが直

することがネットワーク科学の本質になります．

接かかわってくるので，そこでのすり合わせを見ていく

提言としては，ミクロ・マクロの評価指標を作成する

必要があります．そうすると，単純に全体の統計量とい

ことと，ネットワークの個別性にも注目し，ノードとリ

うのではなくて，ある分子なら，その要素の周りの構造，

ンクの意味を考えることです．たとえば，マルチエージ

その要素の性質と実際の機能を定量的に比較するアプロ

ェントで社会を扱うときは，社会学の研究者と問題を発

ーチが必要です．進化などによってネットワークが時間

見していかなければならないと考えています．

に従って変化していったり，異なるレイヤの異なる種類
のネットワーク間の比較が必要です．

小野： バイオインフォマテ

まとめると，ネットワーク自体の変化に興味がありま

ィクスを中心に生物の進化

す．どのようなモデルからどのようなネットワークがで

や起源といった，生物の複雑

きたかが明らかになったことに意義があります．このよ

さがいかに創発されたかを，

うな方法で，ダイナミクスを表現できるようなアプロー

複雑なネットワークとして

チを探らないといけないと思います．単純化しすぎると，

捉えて解析しています．生物

現実のネットワークを十分説明できるモデルが出てきに

のネットワークといっても

くいと思います．実際のダイナミクスは，ランダムにリ

色々なレイヤがあります．た

ンクが張られるのではなく，その背後にある潜在的なイ

とえば，遺伝子同士の相互作

ンタラクションがあり，それが顕在化することでネット

用，多細胞生物の細胞同士のネットワークなどにおいて，

ワークとして観測できるのでしょうから．どのようなタ

生物進化の過程のモデリングや自己組織化の過程をシミ

イミングで機能が顕在化するかを表す仕組みが必要です．

ュレーションしたり，また進化的な解析を行い，どのよ
うに進化の中で複雑さを増してきたかということを中心
に行っております．

ネットワーク構造と機能，サンプリング問題

大規模な可視化や解析によりメタなレベルで統計的な

司会者： 皆さんの意見に共通するのは，ネットワーク

指標により全体を俯瞰し，今まで漠然とたくさんの要素

科学が与えた意義としては，広い範囲の応用で実データ

がつながって影響しあっているとしか理解できなかった

を使った分析ができたことと，モデルにより基本原理の

ことを定量的に比較して議論することができる，それに

解明ができたことですね．今後の課題については，それ

よってネットワークがどのようになっているかを理解で

ぞれお考えが少しずつ違うようで，藤原さんは多元的な

きたことが，これまでの意義ある成果だと思います．

関係による分析，友知さんはデータ収集，小島さんは構

これからの課題は，ネットワークが持つ機能，そうい

造とダイナミクス，小野さんは構造と機能の関係をそれ

う構造を持っていると，どういう性質が現れるかに焦点

ぞれ重要だとおっしゃっています．小野さんの意見は特

が当てられるのだと思います．構造がどう成長して変化

に，適応性を強調されたのですね．さて，会場の皆様の

するか，それによりどう機能が変わるか，そこが比較で

意見を聞きたいと思います．

きるようになるには，どこがどの程度変わったかを定量

会場 A： ネットワーク科学において，機能と構造のど

的に理解する，その変化というものが，最終的な生物の

こを特に注視すべきだとお考えですか？

分裂なり成長の早さ，適応のしやすさなどに対して，生

を解明することによって，そこで人工物みたいなネット

物系にどれだけ影響を与えているかを比較する方法を見

ワークにおいて，現状の通信網が持っていない何かいい

ていく必要があります．

性質が生物系の中にはあるかもしれない，そういうとこ

統計的に全体を俯瞰できるようになったことが 1 つの

生物の仕組み

ろを見てみたい，そういうところが重要であるとの認識
でよろしいでしょうか？

☆4

Kleinberg の Navigation 問題：Milgram の手紙転送実験において，

参加者は目標人物の限られた情報と自身の友人関係という局所的な情
報だけから，なぜネットワークのサイズに比べて小さいステップ数で
手紙が到達できるのか？という問題．手紙転送実験は，ネットワーク
の直径が小さいという「Small World の存在性（事実問題）
」と，参加者
が目標人物までの効率的な経路を発見するという「Small World の認知
性（認知問題）
」に分けることができ，Kleinberg の Navigation 問題は，
後者に相当する．
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小野： 個々の性質の違いとネットワーク構造の違いと
いうのを，定量的に相関を持って比較できる指標で解析
する必要があります．
会場 B：

小野さんの立場は，ネットワークによって分

子間の相互作用を解明することだと思います．一方で，
工学的なものを研究対象としている方々は，ネットワー

)
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クを使って工学的に役立つものを作りたいという立場だ

らないときがありますが，実は，別の関係としての株の

と思います．生物のようなロバスト性のあるシステムを

所有から連鎖している場合があります．

ネットワーク科学によって解明できるならすばらしいと

会場 E：

思いますが，小野さんのネットワーク的な理解がその解

あると思います．ネットワークから抽出して解析するの

明に寄与するのでしょうか？

ではなく，たとえば，ネットワークに刺激を与えた状態

小野：

環境が変わったときに生物がその代謝系を操作

で観察する捉え方があると思います．要するに，ネット

して，環境に適応していくということが実験的に知られ

ワークの成長とは違ったダイナミクス的なものが解析で

ています．代謝系がロバストであるという前提なら，そ

きるのだと思います．

情報伝搬とは，ネットワークの別の捉え方で

の中でネットワークがどのように変わり，環境に対して

先ほど，大規模な社会ネットワークのスケールが適当

どうバランスをとるかが鍵だと思います．その挙動を一

かの話がありました．大規模な社会ネットワークは，コ

般化することで，トラフィックや通信に応用できるかも

ミュニティが多数内包されており，クラスタの中にクラ

しれません．

スタが見られる程度の規模が面白いのではないかと思い

会場 C：

友知さんに質問なのですが，社会的なネット

ワークの中で，どのくらいが大規模なのですか？

また，

ます．クラスタの中のクラスタはフラクタルの話ともつ
ながってくると思います．それに刺激を与えて観察した

その解析手法は，たとえば，階層によって変わっていく

ら個人的に面白い解析ができるのではないかと思います．

のでしょうか？

会場 F：

友知：

報フローなどのダイナミクスとネットワーク成長のダイ

対象に応じてさまざまな規模がありますが，

小島さんに質問します．ネットワーク上の情

1,000 ノードぐらいからが大規模でしょう．手法として

ナミクスは分離できないと思います．工学的な発想だと，

は，階層性などによって変化してきます．また，ネット

たとえば情報伝搬だと，情報の流れやすいところにリン

ワークの一部からネットワーク構造を推定する方法は確

クが張られることもあるかもしれません．それらを含め

立されていません．所得などの大きなデータは，社会学

た情報伝搬のモデルができたらいいと思います．

でも昔から使用されてきました．この場合，全数調査で

小島： Peer-to-Peer の観点だと，ネットワーク上の情

なくサンプル調査によって母集団の平均や分散を推定し

報フローを効率化するために，ネットワーク成長のダイ

てきましたが，一歩進めてネットワーク全体を推定でき

ナミクス
（Generation）を変化させることを考えます．

るようになればいいと思います．
会場 D：

〜コーヒーブレーク〜

サンプルによる統計は，統計物理によると，

ある程度の規模がないとべき乗分布で語ることができな
いのですが，社会ネットワークでは規模が小さくてもネ
ットワーク科学の知見が使えるのですか？
友知：

それは何を知りたいかによります．問題の定義

によるので，ノード数が 1,000 だからこういう現象が起
こるとはいえません．社会がフラクタル構造であるかも
しれません．その場合，全体を知る必要があるのでしょ
うか？
司会：

会場から，あるいはパネラ同士でも結構ですの

で，これまでの発言に対して何か質問はありませんか．
小野：

藤原さんに質問があるのですが，生物のレイヤ

に興味がありますが，それらレイヤは個々に研究されて
います．それらをつなぐため，多元的ネットワークの観
点から見ると，それらを比較する方法がありますか？
藤原：

ネットワーク同士は比較が難しいですね．並べ

米国科学アカデミー（NRC）
からの提言
司会：

我々の考えを大体共有できたと思いますので，

て議論する方法はまだありません．その方法を生み出す

ここで，
『Network Science』からの提言を，紹介させて

ヒントの 1 つに伝搬や連鎖に注目することがあります．

いただきます．さらに，もう少し広い立場から，ネット

伝搬させるとき，思ってもみないところで連鎖すること

ワーク科学をどう考えたらよいかということを議論して

があり，それは，別の関係から伝搬しているということ

いきたいと思います．

が可能性としてあります．たとえば，企業の取引関係に

まず，ネットワーク科学は生まれたばかりであり，投

着目した場合，どうして有力な情報が得られたかが分か

資をするには，焦点を絞るのではなく基礎から応用まで
情報処理 Vol.49 No.3 Mar. 2008
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の広い範囲を対象とすべきということです．たとえば，

なので，さらに強化しなければならないと思います．以

米軍は少なくとも年間一千万ドル（約 12 億円）の投資を

上，
『Network Science』の提言も踏まえて，会場の皆様

すべきで，さらに，連邦政府機関である NSF，DOE や

と議論を深めたいと思います．

NIH などは別の投資をすべきと提言されています．
また，米軍が想定できる範囲を超えた非常に広い範囲
の可能性が期待でき，ネットワーク科学には国家的な取
り組みが必要であると明記されています．

データ収集とツール共有化が重要
会場 G： 友知さんに質問します．まず，社会ネットワ

特に，情報ネットワークと社会ネットワークの関連が

ークにおいて問題設定をどう捉えればよいでしょうか？

重要であるとの提言がされております．本研究会はまさ

また，問題設定から意味のあるデータを集めなければな

にそこに注目しているので，我々としても追い風と言え

らないとき，大規模なネットワークが対象のとき，その

ます．

データをどう集めるのがよいと考えられますか？

結論として，ネットワーク科学における 7 つの重要な

私が考える課題の 1 つに，PDF などの電子化文書を

課題は，以下の図のようになっています．それぞれのど

検索してキーワードの共起関係により文献のネットワー

れに注力すべきかは，下図の円グラフのように大きい比

クを構築した，全世界の知識の構造化があります．これ

率の順で，空間上の伝搬などの構造と機能の関係ダイナ

はさまざまな問題解決の手段になるのではないかと思い

ミクス，モデリングやツール，要求される機能や特性に

ます．ただ，データが膨大なので自動で行う必要があり

適した設計や統合，数学的基盤，異分野間の概念の共通

ます．それでもものすごい時間がかかります．もしかし

化，より良い実測，頑健性です．

たら，スーパーコンピュータを駆使すれば，文献間のネ

私の印象としましては，7 番目の頑健性すなわち故障
や攻撃への耐性の課題は，我々の研究会では弱いところ

ットワークならアーカイブのデータベースがあるので，
できるかもしれません．
上記の課題と同様に，社会科学でもデータ収集の自動
化が必要になると思います．データベースもなく，アン
ケート調査や聞き取り調査をするといったことは，人間
が人海戦術的にやらざるを得ないと思いますが，ある
程度の規模ならできるが，1,000 人規模になってくると，
どうしても自動化が必要になってくると思います．さら
に，回収率が高ければデータが集まると思いますので，
このための工夫も必要です．このように，システム的に
自動的にやる仕組みを，さらに，参加者が進んでデータ
収集に協力してくれるシステムを構築しないと大規模な
場合では難しいと思います．
友知： 問題設定ありき，というのは私もそう思い，ま
た皆さんも同意なさると思います．たとえば，世界中の
映画俳優の競演関係を元にしたネットワークには果たし
て何の意味があるのでしょうか？

その問題設定は，社

会的・自然科学的な問題を解くというよりも，スモール
ワールドのようなネットワークが競演関係を元に作った
ネットワークにも見られると主張したかっただけなので
はないかと思います．
社会学的な問題として，日本のコミュニティが壊れて
いる，昔より暮らしにくくなったという問題をネットワ
ーク科学からのアプローチで見たらどのように解決する
かを考える必要があります．このような大規模なデータ
Network Science
by Committee on Network Science for Future Army Applications,
National Research Council National Academies Press ; 1st edition
(December 15, 2005) ISBN-10 : 0309100267
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11516
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を扱う必要がある問題設定では，意味あるデータを取っ
てくるため，多くの人がかかわって議論や収集ができる
効率のよい情報収集システムが必要です．Web 上で収
集できない，たとえば，Web を使えない環境や人がい
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るなどのディジタルディバイド問題がある対象などでは，

ったくないし，契約上で制限をつけられたり，契約自体

フィールド調査の必要もあり，この場合でも効率のよい

を断られたりすることもあります．企業を守るためには，

データの収集システムを考えないといけません．

そのデータを守秘しなければならず，仕方のないことで

司会： Web 自体が，人類の共有物であり，コミュニ

す．会場 I の方のケースでも，生データでなくプロット

ケーションのツールであり，データ収集の道具でありま

データですら，企業の方は出したくないという心理が働

すね．たとえば，『Network Science』は，Web 上でアン

きます．このようにサイエンスとビジネスとではデータ

ケートを取り集計したものです．さらに，単に集めただ

の意味がまったく異なるので，科学者の立場としてデー

けでなく，そのようなデータを共有することがきわめて

タを提供してくださいとはいえません．科学としてデー

重要ではないかと思います．また，データを収集しても，

タを自由に使いたいなら科学者として独自に収集するべ

分析しなければ意味がありません．そこで，関連してツ

きで，どう集め，どう共有化するかを議論しないといけ

ールについて聞きたいと思います．

ません．

会場 H：

先ほどからデータの話がいくつか出ていま

また，問題設定を考えずに単にデータを集めただけで

したが，昨年開催された SIGIR という情報検索の国

は無意味です．たとえば，地域社会の問題設定なら小規

際学会の中で Yahoo! の CDO（Chief Data Officer）や

模のデータでよいし，ミルグラムの実験のようなことが

Microsoft の役員が盛んに言っていたことは，これから

やりたいなら大量のデータを集めなければならないと思

はデータである，これまでは科学で色々やってきたけ

います．目的からデータ収集の対象や規模を決めて集

れども，これからはデータ科学だといい，とにかくデ

めなければなりません．このとき，我々がやっている

ータの重要性を強調しておりました．さらに，Watts が

Web マイニングというデータ収集の手法が社会学にそ

Yahoo! に雇用されましたが，Google や Yahoo! といっ

のまま使えるとはいえないですが，社会学の一部として

た企業では，社会ネットワーク解析を非常に重視し，社

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）という対

会ネットワークの科学者を大量に雇用して解析していま

象に限定すれば，社会一般としては語れないけど，SNS

す．彼らがやっていることはデータが非常に大事である

として語ることができるデータを集めることができると

との考え方でデータ解析を行っております．この傾向か

思います．

ら，これからは，データ科学が主流になると思います．

会場 J：

また，データの共有化が最も重要であると考えます．

私は，なぜ，大規模なデータがそれぞれの分野で軸にな

会場 I：

企業のデータなどは，クローズになってお

っているのか？をお聞きしたいと思います．たとえば，

り，共有化できない問題もあります．たとえば，5 月の

統計的性質が知りたいだけなら，全数調査は必要なく，

World Wide Web Conference に出ていたあるチームの

統計調査としてサンプリングすればよいだけだと思いま

発表のデータが，我々が 3 月まで行っていたモデルで説

す．このとき，全数サンプリングで得られるメリットは，

明できそうだったので，論文に出している Gnuplot の

データを増やしたことにより，統計的な精度が上がるだ

プロットレートをくださいといいました．しかし，デー

けだと思います．皆さんの分野のなかで，単に精度を向

タ提供元である企業との契約上，駄目ですといわれまし

上させたいだけではなくて，何らかの大規模なデータで

た．プライバシーの問題などもあるのでしょうが，論文

なければ分からないことはありますか？

発表したデータを反証するために共有化できないという

大規模なデータ収集の手法を議論する前に，

私の分野は通信ネットワークなのですが，通信の場合，

のはそもそも科学なのでしょうか？

規模が大きいと，小さいときでは発生しなかったことが

友知：

起こることがいくつかあります．たとえば，インターネ

私も，科学として問題があると思います．

昔からデータは大切でしたが，今，データがさらに重

ットのルーティングにおいてはネットワークサイズが大

視されるようになったとさまざまな分野でいわれている

きくなると，不安定になることがあります．小さいネッ

のはなぜなのでしょうか？

トワークと大きいネットワークでは挙動がまったく違う

モデルが先行しすぎた反省

なのでしょうか？

ことが最近分かってきました．したがって，対象が大規

小島：

模なら大規模なデータを扱わねばなりません．パネラの

データを集める，あるいは保持することについ

て，サイエンスとビジネスの違いがあって，ビジネスで

方々にもこういう経験はあるのでしょうか？

はデータを出さないことで優位性を保ちたいという考え

小島： 私の場合は，分野は Peer-to-Peer で，100 万人

が働きます．だから，データを提供されるはずはないし，

でも動くようなプロトコル，さらにネットワーク上で単

そのデータについて研究したいならその企業に就職する

にブロードキャストするのではなく，いかに自分が欲し

しかないと思います．API を公開する動きもありますが，

い情報にアクセスできるかというのが主題です．なので，

それは限定された動きで，それを自由に使える権利もま

必然的に大規模なデータが軸になります．
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司会： データ収集の議論を踏まえた上で，ツールのこ

ノード数が大きいから全体のコンテンツ量も大きくなり

とについて何か意見はありませんか？

ます．ノードごとに持っている情報が異なる中で，いか

会場 L：

に自分が欲しい情報にアクセスできるか？というもの

によって違ってくると思います．ただ，ネットワーク科

です．

学という観点から見る場合，さまざまな分野の分析方

友知：

会場 J の方の質問について，問題設定で対象に

以上の議論からも，収集されたデータは分野

法やそのツールを，分野を超えて体系化しないと，結局，

しているネットワークがそもそも大規模だから大規模ネ

全体から見た場合，なんの解析をやっているかが分から

ットワークデータが必要であると思います．その理由は

なくなってくると思います．体系化するにあたってどの

2 つあり，1 つ目には，会場 J の方のおっしゃったとおり，

ような方針でまとめていったらよいと考えられますか？

ネットワークサイズにより，ルーティングの挙動が変わ

データを集めても，活かすツールがありません．それ

ってくるなど，ネットワーク上のダイナミクスの点があ

を共有化しないといけないのではないでしょうか？

ります．また，2 つ目は，ネットワーク構造の話なので

藤原： ツールを体系化することができるかということ

すが，大規模ネットワークの一部をサンプリングによっ

なのですが，社会ネットワーク分析では，ツールの体系

て抽出し，そこから全構造を推定できるか？という未解

化がかなりされていると思います．少なくとも社会ネッ

決の問題にも帰結すると思います．

トワークではそれらのツールを使えますし，Web の分

数学者に質問なのですが，大規模ランダムネットワー

野だと PageRank に始まり色々な技術が蓄えられていき

クなどを作り，サンプリングを行い，そこから真のデー

ます．しかし，注意しなければならないのは，対象ごと

タを推定できるかという研究はありますか？

具体的に

に使えるツールが違ってくると思います．よって，汎用

は，サンプリングから元の隣接行列を推定することはで

的に使えるツールがどこまでさまざまな分野で使えるの

きるのでしょうか？

だろうかという疑問はあります．

小野：

極端な例として，それはむしろ，できないと

友知： ツール，すなわち，ものの見方ですが，色々な

いう研究があります．100 万ノードクラスの普通のラン

ネットワーク指標があると思います．それはそれで現存

ダムネットワークを作り，10% サンプリングした場合，

するものを使えばよいと思いますし，対象とする問題を

サンプリングの仕方によってスケールフリーに見えてし

解くのに新しい見方が必要なら，新しい指標が出てくる

まうこともあり，大規模な対象は大規模なまま解析する

と思います．

必要があると思います．

小野： 友知さんがおっしゃったとおり，問題設定に従

司会：

い，指標を自分で作っていくというようなことがあると

推定に関する研究もいろいろあって，もともと

一様ならともかく，偏っている場合のサンプリングの問
題は難しいということですね．
藤原：

ツールのことを話す前に，サンプリングの話で

思うので，体系化するのは非常に難しいと思います．
既存のツールを並べておいて，それがどこまで使える
かということは，使うときに各人が検討しないと難しい

補足したいことがあるのですが，ちゃんとした標本調査

と思います．

を設計していないと思います．たとえば，上場企業だけ

会場 L：

などのある属性だけを抽出してしまうことになります．

のレベルの汎用的なツールでなく，よりメタ的なレベル

そのとき，分布を見るとべき乗分布なのに対数正規分布

（たとえば：API として）で公開するべきだと思います．

に見えてしまうことがあります．ですから，標本調査を

そうすると，ある分野の人が別の分野の手法をツールと

設計せずに，属性で見てデータを排除してしまうと，先

して実装するときにそのツールを組み込むことで，実装

のようなことが起こり得ます．

を効率的に行うことができます．

ネットワーク全体を見てみると，あるノードからの距

藤原さんが言われたようなアプリケーション

さらに他分野の人も手法をツール化することをやれば，

離が 8 で最大だとすると，地球儀の上を北極から南極へ

全体としてツールを共有化する量が増え，色々な人がよ

行くような形で，最後は距離が 8 のところに数人がいる

り効率的に研究を進められると思います．

ような，そういうネットワークになっているはずです．

司会： それは，ソフトウェアのメタデザインが必要で，

その場合，距離が 2 のところまでで何らかの指標を選ん

それに取り組むべきということですね．ツールのことを

でしまうと，いくつか間違ってしまうことになります．

私も聞きたかったのですが，別の観点から意見はありま

また，距離が遠い位置に孤立しているノードは届きにく

せんか？

いので，ネットワークからランダムに頂点を選んでサン

会 場 M：

プリングすることと，リンクを通してサンプリングする

UCINET，Pajek，NetMiner などのツールがよく使わ

ことはまったく違います．

れているようですし，それらのバージョンもアップして
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機能が増えています．個人的には多数の関数や描画機能

を開発せねばならず，全体として非効率になっていると

を含む NetMiner を使っていますが，皆さん自分でツー

思います．

ルを作り，個々で一部を公開していると思いますが，私

藤原：

はそれを使ったことはまったくなく，UCINET，Pajek，

ことが書いてあるのですが，実際，これらは API とし

NetMiner に部分的に作ったツールもあって，これら以

て実装できますか？

外を使いたいとは思いません．ツールの共有化は難しい

会場 E：

問題で，皆さんライブラリとして公開されていても使っ

プレデュースは，オープンソースの Java の検索エンジ

ていないと思いますし，個々人が自分の問題設定でツー

ンに実装されているという話です．そこから，取り出し

ルを用意していくのがいいと思います．

てきて使えるようにできます．

司会：

どんどんツールとして公開されていくことが重

要ですね．
会場 M：

論文を読むと，Google のこれらのシステムの

できます．Google ファイルシステムやマッ

大規模な問題に対して，どのように問題を分割して実
行するかという問題もあります．そうすると，アルゴリ

そうですね．本に載せられるような有用な

ズムも逐次的ではなく，最初から完全に分割して考えな

ツールを発表していけばいいと思います．

ければならないという発想の転換の必要があります．巨

会場 F：

ツールの共有ではなく，いかに大規模なデー

大なデータベースの利便性は，妥当な順序に分割して処

タ解析ができるツールを作るかという話をしたいと思い

理できることです．一般的に問題を分割するのは困難で

ます．Web を例にとると，Web 上のデータは大規模で

すが，リンクのデータベースがアルファベット順に並ん

すし，それを解析しようとすると解析対象も大規模にな

でいたとすると，そうすると妥当に分割して処理すれ

ります．Google では組織内部で色々なツールを作って

ばよいのでそういう意味でやりやすいと思います．API

おり，たとえば Google ファイルシステムや多数のコン

として提供されているというのは，処理した結果であっ

ピュータに簡単に計算を割り振れるといったマップレデ

て，我々がやりたいマイニングやネットワーク分析はも

ュースというシステムを作ったり，それを使った言語を

っと生データに近いレベルで直接解析するしかないと思

作ったりしています．それにより，たとえば，膨大なリ

います．

ンクの行列を簡単にアクセスできるようにするデータベ

会場 N： 大規模なデータを扱うとき，それを直感的に

ースを作ったりしています．膨大なデータを独自のツー

見たいということで，ネットワークの可視化を考えます

ルにより，Google のエンジニアは研究開発対象として

が，ネットワークの可視化はどのように行えばよいので

扱い，最終的にサービスとして社会に提供しています．

しょうか？

膨大なデータのみなら，提供してくれるところがありま

化をやりたかったのですが？

す．たとえば，ある研究者の方は 100 億から 200 億のペ

司会： 可視化のご専門の方からご意見をどうぞ．

ージのデータを持っています．そのリンクの情報を出し

会場 O：

てもいいといっていますが，出されたときに我々は扱え

ードの性能向上のおかげでより安価かつ容易に行えるよ

るのか，扱うツールがあるかという問題があります．こ

うになってきました．ただ，ネットワークによって可視

のようなツール整備の問題は，私の知らないところで進

化を考えねばなりません．結局，可視化によって何をし

んでいるのでしょうか？

たとえば，Google のように

たいかによります．可視化したからといってその意味を

データベースからファイルシステムまで整備して扱える

考えねば無意味だと思います．重要なことは，可視化

ようにする，このような研究をしており，超大規模なデ

ツールを作ったとしても，可視化からより価値あるもの

ータを扱うことができる人たちにこのような解析の研究

を生み出す方法を考えなければなりません．これが見え

が囲い込まれるのではないか？と思っています．以上の

ないため，私としても公開するモチベーションが上がら

ような超大規模なデータベースやその解析ツールに関し

なかったりします．本などで可視化のアルゴリズムがあ

て何か意見はないでしょうか？

り，その手法自体は難しくなく，可視化で見せることだ

会場 L：

け追求すれば 1 カ月ぐらいでツールができると思います．

今の話は，効率のよいアルゴリズムの話に帰

個人的にはアニメーションや 3 次元の可視

ネットワークの可視化は，グラフィックボ

着してくるのだと思います．今までに作られてきた各分

なので，可視化ツールの開発をやってみる価値はあると

野のアルゴリズムを流用するということはできると思い

思います．市販や公開されている現在の可視化ツールは，

ます．ただ，ネットワークに最適なアルゴリズムをとっ

1,000 ノードぐらいが限度で，さらに大きい物を可視化

ているかということについてはほとんど研究が行われて

させようとすると無理です．今のところ，自前でやるし

いません．ですから，独自に効率のよいアルゴリズムを

かありません．

開発して，それを各研究者がなかなか出せないという現

司会： ツールについての補足ですが，近代科学社から

状は，結局，共有できていないから独自にアルゴリズム

『ネットワーク科学の道具箱』
という書籍を編著として出
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版します．これには，さまざまなアルゴリズムについて
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書いてあるので，それらの手法をツール化することに協

林

力していただけるとありがたいですね．
話は尽きないと思いますが，そろそろお時間です．
『Network Science』の 7 つの重要なテーマの一部しか取
り上げることができませんでしたが，引き続きネットワ
ーク科学の今後を考える取り組みをしていきたいと思い
ます．
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