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この世界における様々なつながりは，ネットワークととらえることができる．たとえば生
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物は，細胞と細胞のつながりというネットワークにより構成されるものであり，さらに生態
系は，生物と生物のつながりというネットワークにより構成される．こうしたネットワーク
に着目し，基本法則や原理を探る複雑ネットワーク科学は，近年，計算機能力の向上にとも
ない，急激な発展をとげている．その結果，現実世界に存在する多様で複雑なネットワーク
は，一定の共通する構造を有することが明らかとなってきた．その代表的なものが，Watts
らが定義したスモールワールドネットワーク1),2) ，Barabási らが発見したスケールフリー
ネットワーク3),4) である．実世界のネットワークは，内在する制御パラメータや，それらの

「行為を決定するのは，行為者の属性と自身を取り囲む関係構造である」これはネッ
トワーク分析における基本的な考え方である．行為者間の相互作用とそれにともなう
行為の変化は，ネットワークの性質に大きな関わりを持っており，そのダイナミクス
は重要な研究課題である．本研究ではこうした考え方に代表される，相互作用がはた
らく集団におけるネットワーク成長を結合振動子によりモデル化する．これは結合振
動子が，振動子自身の要素として固有振動数と位相を持ち，その固有振動数と他の振
動子との位相差による作用により，自身の振動数を決定する特性を持つためである．
行為者間の関係と結合振動子間の関係は類似している．我々は以上の背景に基づき，
ネットワーク成長モデルを提案し，その性質や構造，ダイナミクスについて議論する．

相互作用により発現した構造が具現化したものととらえることができる．しかし，こうした
性質を生み出すダイナミクスについて研究した事例は少ない．たとえば，スケールフリー
性を生み出すのは，次数の高いものが優先的に選択されやすい優先的結合則であり，また，
スモールワールド性を生み出すのはショートカットリンクであるが，これらを導くダイナミ
クスに関する研究は少ない．しかし，ダイナミクスはネットワークの性質を知るうえで重要
な要素であり，そうした要素も含めモデル化することは，この分野において重要な課題の 1
つであると考えられる．
こうした背景の下，我々は，「行為を決定するのは，行為者の属性に加え，自身を取り囲
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む関係構造である」という考え方に着目する．これはネットワーク分析に関する基本的な考
え方である5) ．行為者間の相互作用とそれにともなう行為の変化は，ネットワークの性質・
構造の決定に大きな関わりを持っている．その関わりは，人的ネットワークを例にあげると
理解しやすい．人的ネットワークにはホモフィリーとヘテロフィリーという 2 つの特徴的
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なつながりが存在する．ホモフィリーとは性別や年齢といった潜在的なタイプの似たもの同
士のつながりであり，ヘテロフィリーとは学校や会社等ある集団に身が投じられたことによ
り生じる潜在的なタイプの異なるもの同士のつながりである．これらのつながりによる相

A doer’s action is dominated by his attribute and relationship. This relationship makes some network structure. The analysis of the network is based on this
fundamental idea. We propose a new growing network model, which consists of
coupled oscillators with their attributes on the network. We regard each oscillator and network as the doer act and relationship, respectively. Each oscillator
is deﬁned by its own characteristic frequency and phase as its attribute. The
oscillator’s phase is determined by diﬀerences between it and other oscillators’
phase, both of which are connected on the network. This feature resembles the
doer’s action. We examine the properties and dynamics of the proposed model.
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互作用で人間は変化し，新たな相手とのつながりを得ていく．この例からも分かるように，
ノード間の相互作用とそれにともなう振舞いの変化が，種々のネットワークの性質・構造を
†1 北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
本論文の内容は 2010 年 10 月の情報処理北海道シンポジウム 2010 にて報告され，北海道支部長により情報処
理学会論文誌ジャーナルへの掲載が推薦された論文である．
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本研究はこの分野に注目する．

決定する重要な役割を担っていることは明らかである．
本研究では，こうした相互作用がはたらく集団におけるネットワーク成長をモデル化する

2.2 ネットワーク成長モデル

ために，結合振動子を用いる．結合振動子は，同期現象を記述する際に用いられるもので

ネットワークモデルについては，1998 年以降，様々なモデルが提案されている．特に，ラン

あり，非線形振動をする素子を相互結合させたモデルである．これまで，生態系における個

ダムモデル16) ，Watts-Strogatz モデル1)（以下 WS モデル），Connecting Nearest Neigh-

体数の周期的な増減や，光合成のリズム，サーカディアンリズム等，実世界における様々な

bor モデル17)（以下 CNN モデル），Barabási-Albert モデル3)（以下 BA モデル），Fitness

振動現象が結合振動子によりモデル化され，数多くの重要な成果をあげてきた6),7) ．なかに

モデル18) 等が有名である．ランダムモデルは，数学者の Erdös と Rényi により導入され

は，ニホンアマガエルの自発的な発声行動や粘菌変形体の接近・逃避行動等，ネットワーク

たモデルである．ノード間をランダムにリンクで結ぶという生成原理に基づいており，その

におけるノードの周期的な振舞いを結合振動子系の理論を用いてモデル化した研究も存在

次数分布はポアソン分布に従うことが知られている．WS モデルは，社会学者の Watts と

し，有効性が示されている8),9) ．現在はまだ研究例が少ないものの，現実の事象と結合振動

Strogatz により導入されたモデルである．円環 1 次元格子ネットワークのリンクを一定確

子系を結びつけた研究は今後重要性が高まっていくと予想される．さらに，結合振動子は振

率で張り替え，ショートカットリンクを生成し，スモールワールド性を実現する．きわめ

動子自身の要素として固有振動数 ωi と位相 θi を持ち，その固有振動数 ωi と他の振動子と

て単純なアルゴリズムで，スモールワールド性を実現できることが関心を呼んだ．CNN モ

の位相差による作用を合わせることで自身の振動数を決定する特性を持っていることから柔

デルは，Vázquez により提案された人間関係等の社会ネットワークをモデル化したもので

軟性が高く，その応用範囲は広い．以上の事実から，相互作用がはたらくノード集団を結合

ある．
「友達の友達は，友達になる」という生成原理に基づいており，
「新規ノードの追加」，

振動子によりモデル化し，それにより創発されるネットワークの性質，構造，ダイナミクス

「新規リンクの作成」の 2 つの操作を確率的に繰り返すことによりネットワークを生成する．

について調査，考察することは重要な研究課題の 1 つであると考えられる．

BA モデルは，Barabási により提案された，スケールフリーネットワークを生成する最も

以下では，2 章において関連研究，3 章において本研究で扱う結合振動子，振動子の安定

代表的なモデルである．このモデルは，時間の経過にともないノード数が増えていく「成

評価指標について記述し，4 章では，結合振動子を用いたネットワーク成長モデルを提案す

長」と，大きい次数を持つノードの次数がさらに大きくなる「優先的選択」という生成原理

る．また，5 章では提案ネットワークモデルに基づき行った，数値計算実験について記述す

に基づいている．次数分布はべき乗則に従い，そのベキ指数はパラメータによらずに γ = 3

る．最後に 6 章で，実験により明らかとなった結論と今後の展望について述べる．

2. 関 連 研 究

の「成長」を結合振動子モデルで実現する．

2.1 結合振動子と複雑ネットワーク

本研究は，こうしたネットワークモデルに関する研究と結合振動子の位相モデルに関する

結合振動子集団がネットワークを介して相互作用する位相モデルは，これまでさかんに研
究されてきた．その代表例である蔵本モデル10),11) は，振動子間の結合強度がある臨界値を
超えると，個々の振動子の位相が相互に揃ってマクロな集団同期状態に転移することがよ
く知られている12) ．特にスケールフリーネットワーク上では，ベキ的な次数分布の効果に
13)

より，結合強度が小さな極限でもマクロな同期が生じうることが指摘されている

．また，

結合関数を若干変更すると，個々の振動子が次数に応じた位相差で互いに位相が一定となる
動的定常状態が生じ，ネットワーク上に見かけ上の位相波が形成されることも報告されて
いる

14)

．しかしこれらの研究は，静的ネットワークと同期の関係に関するものが主である．

動的ネットワークと同期に関する研究もなされているが15) ，現段階では研究事例が少ない．
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となることが知られている．そしてこの BA モデルに対して，適応度と呼ばれる他のノー
ドと次数を競うパラメータを取り入れたのが Fitness モデルである．本研究は，BA モデル
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研究の両者を結びつけた研究である．

3. 結合振動子
以下，本研究で扱う結合振動子，蔵本モデルについて述べる．

3.1 蔵本モデル
蔵本モデルとは，蔵本由紀によって提案された同期現象を記述する数学モデルである10),11) ．
このモデルでは，(1) 完全に独立したすべての振動子間に弱い相互作用が働き，かつ，(2)
その相互作用は 2 つの振動子間の位相差の正弦関数として与えられる，という 2 つの前提
条件がある．
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蔵本モデルは，N 個の振動子集合 I = {i|i = 1, 2, . . . N } で構成され，各振動子は完全グ

ここで，c は定数であり，十分に大きな値をとるものとする．また，0 ≤ q ≤ 1 であり，振

ラフのネットワーク上で結合している．この振動子系における i 番目の振動子の位相 θi は

動子系が安定するほど，より大きな値をとる．次に，式 (5) をネットワークへ適用し，以下

以下の支配方程式に従う．

のように変形する．

N
∂θi
σ 
sin(θj − θi )
= ωi +
∂t
N

N
1 
q=
aij exp
M

(1)

j=1



i<j

−c



∂θi
∂θj
−
∂t
∂t

2
(6)

ここで，ωi は振動子 i の固有振動数，σ は結合強度を表し，σ の値は全振動子において同

ここで，M は振動子ネットワークにおける全リンク数である．本研究では，この指標の変

じ値をとる．

化量 Δq を用いて，振動子ネットワークの安定評価を行う．

3.2 結合振動子を持つネットワークモデル

4. 提案モデル

蔵本モデルをネットワークに適用し，式を以下のように変形する．

本研究ではノード間の相互作用を考慮したネットワーク成長を，結合振動子を用いて以下

N
∂θi
σ 
aij sin(θj − θi )
= ωi +
∂t
ki

(2)

j=1

のようにモデル化する．

1)

m 個の振動子により構成される完全グラフを初期ネットワークとして用意する．

ここで，変数 ki は振動子 i の次数を表す．また，aij は相互作用する振動子間のリンクの存

2)

十分なステップ数，同期現象の経過を観察する．

在を示す隣接行列 A = [aij ]，i, j ∈ I ，I は整数集合であり，以下の式で定義される．

3)

振動子を 1 つ追加する．



aij =

4)

1：i，j 間にリンクが存在するとき

(3)

0：i，j 間にリンクが存在しないとき

5)

式 (2) により，蔵本モデルによって定義された振動子系は，ネットワーク上で結合してい
本研究ではさらに，この振動子ネットワークにおける支配方程式を，より次数の高い振動



aij ki sin(θj − θi )

j=1

結合振動子の同期に関する評価指標は，いくつか提案されている．以下に示すのは，Hong



i<j
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5. 数値計算実験
数値計算実験では，まず提案モデルにより生成されるネットワークを可視化し，直感的理

と Choi によって提案された安定評価指標19) である．
N

2
exp
N (N − 1)

る．また，追加する振動子が持つ固有振動数 ωi は，確率密度分布 P で与える．なお，結合
ステップは 0.1 とする．

(4)

3.3 同期現象評価のための指標

q=

2) は，振動子間の相互作用を広げるためのものであり，新たな振動子を結合した際の Δq

振動子ネットワークの挙動計算における数値積分は，4 次の Runge-Kutta 法を使い，積分

子から，より強い影響を受けるように次式へ改める．

N


2)〜4) を繰り返し，目的の振動子数 N になれば終了する．

に比べ，現在の Δq が十分に小さくなるまで，あるいは変化が小さくなるまで経過を観察す

る振動子のみの影響を受ける振動子ネットワークに拡張できる．

∂θi
σ
= ωi + N
∂t
a k
j=1 ij i

追加した振動子と振動数の近い上位 m 個の振動子を結合する．ここで，自己リンク，
多重リンクは禁止する．

∂θi
∂θj
−
∂t
∂t

No. 10

ケールフリー性等の性質に焦点を当て，実験を行う．さらに時系列におけるネットワーク構

2

2934–2943 (Oct. 2011)

解を行ったうえで，実ネットワークによく見られる，クラスタ性，スモールワールド性，ス
造の変化についても焦点を当て，そのダイナミクスの解析を行う．最後にそれらの結果をふ

(5)

まえ，実ネットワークとの比較を行う．
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図3
図 1 振動数による彩色
Fig. 1 A network colored by frequency.

図 2 固有振動数による彩色
Fig. 2 A network colored by characteristic
frequency.

結合強度 σ によるクラスタリング係数 C の変化
Fig. 3 Variation of C vs. σ.

5.2 クラスタ性に関する実験
提案モデルは振動数の近いものどうしが結合するため，互いに密なリンクを持つ振動子集

5.1 可視化によるネットワーク構造解析に関する実験

団に対して，リンクが張られやすい性質がある．ここでは，こうした性質がクラスタリング

ここでは，振動子の属性やそれを取り囲む関係構造による行為の動的変化がネットワーク

係数21) にどのような影響を与えるかについて調査する．

5.2.1 実 験 設 定

にどのような影響を及ぼすかを示すため，ネットワークの可視化を行う．

5.1.1 実 験 設 定

結合強度 σ によるクラスタリング係数 C の変化について調査を行う．クラスタリング係

結合強度 σ = 0.0，追加するリンク数 m = 3，目的の振動子数 N = 200，固有振動数の
分布 P を一様分布として生成したネットワーク，および，σ = 1.0，m = 3，N = 200，P
を一様分布として生成したネットワークを，ネットワーク可視化ソフト，Cytoscape

20)

に

より可視化する．

数 C は，ネットワークを構成しているノードの集中する度合いを定量化する指標である．
ノード i の Ci は以下のように定義される．

Ci =

2Ei
ki (ki − 1)

(7)

5.1.2 実 験 結 果

ここで，Ei はノード i を含むクラスタの数であり，ここでのクラスタとは，3 つのノードが

生成されたネットワークの例を図 1，図 2 に示す．ノードの半径は次数に対応している．

それぞれ 1 本のリンクを介してつながる三角関係のことを示す．全ノードの Ci を平均化し

また，図 1 におけるノードの色は，固有振動数 ωi と他の振動子からの影響により決定され

たものをネットワーク全体の C とする．実験における各パラメータは，m = 3，N = 200，

た振動数，図 2 におけるノードの濃淡は固有振動数 ωi に対応しており，振動数の高いもの

P は一様分布とし，0.0 ≤ σ ≤ 5.0 の範囲で，0.05 ごとに 100 種類のネットワークを生成

を白，低いものを黒として可視化した．まず 図 1 から，結合強度 σ の値に関係なく，結合

し，それらからデータを収集する．また比較のため，追加した振動子を，既存の振動子に対

しあう振動子は近い振動数を持つことが分かる．これは直感的理解と一致する結果である．

してランダムに結合した場合のデータも同様に収集する．

しかし，固有振動数 ωi で彩色した図 2 を見ると，固有振動数 ωi の差が大きいものどうし

5.2.2 実 験 結 果

も結合している．固有振動数の差が大きいものどうしでも，他の振動子に影響を受けて変

図 3 に結合強度 σ による C の変化とランダムに結合した場合の C の値を示した．提案

化するうちに振動数が近くなり，結合したと考えられる．ここでは似たものどうしが結びつ

モデルにより生成されるネットワークは，0.0 ≤ σ ≤ 5.0 の範囲において，ランダムに結合

きあうホモフィリーと異なるものどうしが結びつきあうヘテロフィリーが同時に実現されて

した場合よりも高い C の値をとるのが観察される．追加した振動子と振動数の近い振動子

いる．

どうしを結合するため，近接振動子間の間にリンクが張られやすいと考えることができる．
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次に，結合強度 σ による C の変化に着目する．まず，0.0 ≤ σ ≤ 0.5 の範囲では，σ の値
が高くなるに従い，C の値が小さくなる変化が観察される．これは，固有振動数 ωi の近い
ものどうしが結合しあう接続関係が，σ の値を高くするに従い崩れ始め，さらにそのときの

σ の値が，固有振動数 ωi の異なるものどうしを同期させるには不十分な値であるためであ
る．特に，σ = 0.0 では C が非常に高い値をとる．しかし，追加した振動子のリンク先は
固有振動数 ωi のみで決定され，その結果，固有振動数 ωi の近い振動子どうしのみが結合
しているだけである．最も着目されるのは，σ の値を 0.5 より高い値としたときの変化であ
る．σ の値が高くなることにより，C の値が高くなり，また，その値が高い値で収束してい
るのが観察される．この範囲では，ノード間の相互作用により，固有振動数 ωi の異なるも

図4

結合強度 σ による平均最短経路長 L の変化
Fig. 4 Variation of L vs. σ.

図5

ノード数 N による平均最短経路長 L の変化
Fig. 5 Variation of L vs. N .

のどうしも同期しあい，その結果，互いに密なリンクを持つ振動子集団に対して，リンクが
張られやすくなる性質が実現されている．結合する振動子が同期しあうという関係構造が，

5.3.2 実 験 結 果
図 4 に結合強度 σ による L の変化とランダムに結合した場合の L の値を示した．提案

ネットワークに三角関係を導いているといえる．
これらの結果から，提案モデルによりクラスタ性の高いネットワークの生成が可能である

モデルにより生成されるネットワークは，0.0 ≤ σ ≤ 5.0 の範囲において，ランダムに結合
した場合よりも長い L の値をとるのが観察される．クラスタ性に関する実験でも示した近

と示された．

5.3 スモールワールド性に関する実験

接振動子間にリンクが張られやすいという性質が表れていると考えることができる．また，

提案モデルでは，固有振動数 ωi の近いものどうしが結合するだけでなく，振動子間の相

0.0 ≤ σ ≤ 2.5 における L の値は振動子数 N = 200 に対して小さな変化である．次に，結

互作用により固有振動数 ωi の遠いものどうしも結合する．ここでは，こうした関係が平均

合強度 σ による L の変化に着目する．まず，σ の値が 0.0 ≤ σ ≤ 0.5 の範囲では，σ の値

最短経路長21) にどのような影響を与えるかについて調査する．

が高くなるに従い，L が短くなるという変化が観察できる．これは，固有振動数 ωi の近い

5.3.1 実 験 設 定

ものどうしが結合しあう接続関係が，σ の値を高くするに従い崩れ始め，ショートカットリ

結合強度 σ による平均最短経路長 L の変化とノード数 N による平均最短経路長 L の変

ンクが増加するためである．一方，0.5 ≤ σ の範囲では，σ の値が高くなるに従い，L が長

化について調査を行う．ノード i の最短経路長 Li は以下のように定義される．

Li =

1 
lij
N −1

くなるという変化が観察できる．これはノード間の相互作用が高まることにより，系全体が
近い振動数に落ち着くようになり，その結果，追加した振動子がその直前，あるいは数個

(8)

j=i

前に追加した振動子に結合しやすくなるためである．N = 200 に対して σ = 5.0 でネット
ワークを生成すると，そのネットワークは複数の鎖状のネットワークが絡み合ったような構

ここで，ノード i とノード j （= i）を最短経路でつなぐのに必要なリンク数を lij とする．

造になる．さらに図 5 には振動子数 N による L の変化を示した．σ = 0.0, 1.0, 2.0 では，

前者の実験における各パラメータは，m = 3，N = 200，P は一様分布とし，0.0 ≤ σ ≤ 5.0

ランダムに結合した場合と同様．振動子数 N の変化に対して L の変化が小さいことが観察

の範囲で，0.05 ごとに 100 種類のネットワークを生成し，それらからデータを収集する．ま

できる．L の値が小さく，かつ，振動子数 N による L の変化が小さい範囲では，近接振動

た，後者の実験における各パラメータは，m = 3，σ = 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0，P は一様

子どうしのリンクとショートカットリンクが混在していると考えられる．これは可視化によ

分布とし，それぞれ 0 ≤ N ≤ 500 の範囲で，50 ごとに 50 種類のネットワークを生成し，

るネットワーク構造解析に関する実験において明らかになった，ホモフィリーとヘテロフィ

それらからデータを収集する．さらに両者の実験で比較を行うため，追加した振動子を，既

リーが混在している状況であるともいえる．

存の振動子に対してランダムに結合した場合のデータも同様に収集する．
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これらの結果から，提案モデルによりスモールワールド性を有するネットワークの生成が
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ない場合は，べキ則に従う次数分布は崩れる．これらの結果から，結合強度 σ の値と支配
方程式に含まれる ki が優先的結合に大きな関わりを持つことが分かる．このときのベキ指
数は γ = 3.6 である．この値は結合強度 σ の値が高いほど高くなり，0.6 ≤ σ ≤ 1.6 におい
て，3〜4 の値をとる．これは図 7 で示したように，結合強度 σ により次数の頻度が大きく
変化するためである．
これらの結果から，提案モデルによりスケールフリー性を有するネットワークの生成が可
能であると示された．

5.5 ネットワーク成長のダイナミクスに関する実験

図 6 次数分布（σ = 1.0）
Fig. 6 Degree distribution (σ = 1.0).

前節の実験で，提案モデルによりスケールフリー性を満たすネットワークが生成可能であ
ることを示したが，そのダイナミクスについては不明である．ここでは，ネットワーク成長
のダイナミクスについて調査する．

5.5.1 実 験 設 定
ネットワークの成長によりハブとなった振動子，その振動子に近接する振動子の振動数の
時系列変化，および，その際のネットワーク全体の振動数の分布について調査する．実験に
おける各パラメータは，m = 3，N = 200，P は一様分布とする．

5.5.2 実 験 結 果
図 7 結合強度 σ による次数分布の変化
Fig. 7 Variation of degree distribution with σ.

図 8 に，振動数の時系列変化を示した．次数の低い振動子は次数の高い振動子に追従し
た振動数変化を示し，また，次数の高い振動子は大きい振幅を持つことが観察できる．ま
ず，第 1 の結果は，次数の高いものほど強い影響力を持つ構造が，自身より次数の低い振動
子を追従させるような力を導いたためと考えられる．そして第 2 の結果は，次数の低い振

可能であると示された．

5.4 スケールフリー性に関する実験

動子が次数の高い振動子を追従するような振動数変化をすることにより，次数の高い振動子

提案モデルでは，次数の高い振動子ほどより大きな影響力を持つ．こうした要素が次数分

が，より大きく変化できるためと考えられる．これらの結果をふまえ，図 9 に示した成長

布にどのような影響を与えるかについて調査する．

過程における振動数の分布を検討すると，ハブとなる振動子が現れるダイナミクスが以下の

5.4.1 実 験 設 定

ように理解される．

結合強度 σ による次数分布の変化について調査を行う．実験における各パラメータは，

1)

成長の初期段階に追加された振動子はリンクを得やすい．

m = 3，N = 200，P は一様分布とし，0.0 ≤ σ ≤ 2.0 の範囲で，0.2 ごとに 100 種類のネッ

2)

他の振動子より次数の高くなった振動子は，より強い影響力を維持する．

トワークを生成し，それらからデータを収集する．

3)

次数の低い振動子は，近接する次数の高い振動子を追従するような振動数変化をする．

5.4.2 実 験 結 果

4)

それにともない，次数の高い振動子の振動数変化の振幅が大きくなっていく．

図 6 では結合強度 σ = 1.0 における次数分布，図 7 では結合強度 σ による次数分布の変

5)

次数の高い振動子が他の振動子よりも先に，振動数分布の分布と分布の間にできる区

化を示した．図 6 から，次数分布はベキ則に従うことが観察できる．比較のために，支配
方程式に式 (2) を使用した場合の結果も示した．各振動子が持つ影響力に次数 ki を考慮し
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間（図 9 では分布が 2 つに分かれた例を示した）に，現れるようになる．

6)

その区間内に振動数を持つ振動子は，その区間内に固有振動数を持つ追加振動子と結
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え，ネットワークの成長に関与すると考えられるため，比較対象とした．
また，各モデルにより生成されたネットワーク Gi と実ネットワーク Gr の類似性を定量
的に評価するため，ネットワーク間の距離を以下のように定義する．こうした指標は他の研
究でも扱われている23) ．

D(Gr , Gi ) =

|Cr − Ci |
|Lr − Li |
|Rr − Ri |
+
+
sC
sL
sR

(9)

ここで，Ci ，Li ，Ri は，モデルにより生成されたネットワークの評価値であり，Cr ，Lr ，
図 8 振動数の時系列変化
図 9 成長過程における振動数の分布
Fig. 8 Variation of frequency vs. elapsed time in Fig. 9 Frequency distribution in growth process.
degree.

Rr は実ネットワークの評価値である（R は結合しあう振動子における，次数の相関係数で
あり，一般的に同類選択性と呼ばれる）．また，各項の分母における sC ，sL ，sR は，提案
モデルにより生成されたネットワーク群における評価値の標準偏差を表す．これは各指標を
正規化するための係数である．D(Gr , Gi ) の値が小さければ小さいほど，ネットワーク Gr
と Gi は類似したネットワーク構造を持つと考えることができる．

びつきやすい．

7)

その結果，次数の高いものがリンクを得やすくなる優先的選択が生じ，ハブとなる振

また，提案モデルにおける P は一様分布とし，0.0 ≤ σ ≤ 5.0 の範囲で，0.2 ごとに 20
種類のネットワークを生成し，それらからデータを収集する．他のモデルについても同様

動子が現れる．
提案モデルは，追加した振動子と振動数の近い上位 m 個の振動子を結合するものであり，

に 20 種類のネットワークを生成し，それらからデータを収集する（Fitness モデルにおけ

結合に BA モデルに含まれているような次数 ki に起因する確率要素は含まれていない．し

るノードの適応度は 0.0〜1.0 の一様分布で設定した）．なお，厳密な比較を行うため，提案

かし結果的に，次数の高いものが系全体のリズムを作り出すペースメーカとなりリンクを得

モデルにおける m の値，BA モデル，Fitness モデルにおける追加ノードが持つリンク数，

るという優先的結合が生じている．これは，系において中心的な役割を果たすものが優遇さ

CNN モデルにおける確率を操作することにより，比較対象ネットワークと同ノード数・同

れた結果である．

リンク数のネットワークを生成するものとする．

5.6 実ネットワークとの比較実験

5.6.2 実 験 結 果

先の実験により，提案モデルの性質・ダイナミクスが明らかになった．ここではその結果

表 1 に空手部ネットワークと比較した場合の結果，表 2 に書籍ネットワークと比較した
場合の結果を示した．表に示したのは，生成したネットワークの中で最も距離 D の小さい

をふまえ，実ネットワークとの比較を行う．

5.6.1 実 験 設 定

ネットワークの特徴量である．どちらの結果においても提案モデルにより生成されたネッ

本実験では提案モデルに加え，既存モデルである BA モデル，CNN モデル，Fitness モ

トワークが，比較対象ネットワークに最も近い性質を発現していることが観察できる．他

デルと 2 つの実ネットワークの比較実験を行う．比較対象とするネットワークは，ネット

のモデルでは，3 つの特徴量すべてを再現することができていない．一方，図 10，図 11，

ワーク分析の古典的な例である Zachary が調査した空手部の人的ネットワーク（N = 34，

図 12，図 13，図 14 に示したのは，各モデルにより生成されたネットワークの中で，書籍

M = 78）と Valdis Krebs が調査した書籍ネットワーク（N = 105，M = 441）である

22)

．

ネットワークに最も近い性質を発現したネットワークを可視化した結果である．直感的に

後者の書籍ネットワークは，2004 年の大統領選挙の際に頻繁に共同購入された，政治に関

も，提案モデルが他のモデルに比べ書籍ネットワークに近いネットワークを生成しているこ

する書籍どうしをリンクで結合したものである．はじめにも述べたとおり，人的ネットワー

とが観察できる．

クでは人間同士の相互作用がネットワークの成長に関与しており，一方，今回扱う書籍ネッ
トワークでも，書籍における記述や話題性による書籍間の相互作用が商品価値に影響を与
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これらの結果から，結合強度 σ を変化させることにより，複数の異なる実ネットワーク
と類似性の高いネットワークが生成可能であると示された．
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表 1 空手部ネットワークとの比較
Table 1 Comparison with Karate network.

空手部ネットワーク
提案モデル（σ = 0.6）
BA モデル
CNN モデル
Fitness モデル

C
0.571
0.494
0.355
0.449
0.477

L
2.408
2.551
2.255
2.561
2.096

R
−0.475
−0.438
−0.296
0.023
−0.419

D
—
2.230
9.299
10.548
6.024

表 2 書籍ネットワークとの比較
Table 2 Comparison with Books network.

書籍ネットワーク
提案モデル（σ = 1.0）
BA モデル
CNN モデル
Fitness モデル

C
0.488
0.495
0.190
0.455
0.215

L
3.079
3.055
2.320
3.011
2.286

R
−0.128
−0.131
−0.132
0.016
−0.176

D
—
0.423
54.203
4.291
21.546

図 11 提案モデルにより生成されたネットワーク
Fig. 11 Obtained network by proposed model.

図 12 BA モデルにより生成されたネットワーク
Fig. 12 Obtained network by BA model.

図 13 CNN モデルより生成されたネットワーク
Fig. 13 Obtained network by CNN model.

図 14 Fitness モデルより生成されたネットワーク
Fig. 14 Obtained network by Fitness model.

明らかにした．これらの結果から，実世界のネットワークに見られる様々な性質が再現でき
るモデルを提案できたといえる．ネットワーク成長のダイナミクスに関する実験では，次数
図 10 書籍ネットワーク
Fig. 10 Books network.

の高いものがより強い影響力を持つ構造が，系全体のリズムを作り出すペースメーカを作
り出し，その結果優先的結合が生じるというダイナミクスを明らかにした．最後に実ネット

5.7 考

察

ワークとの比較実験では，提案モデルにより複数の異なる実ネットワークと類似性の高い

ここでは実験により明らかとなった，提案ネットワークモデルの構造・性質・ダイナミク

ネットワークが生成可能であることを示した．結合強度 σ によるモデルの柔軟性は，他の

スについて考察する．まず可視化によるネットワーク構造解析に関する実験により，提案モ

モデルにはない提案モデルの大きな特徴である．これらの結果から，提案モデルは有効性が

デルでは固有振動数 ωi の近いものどうしが結びつくと同時に，異なるものどうしが結びつ

高いモデルであると結論付けられる．

く構造を有することを明らかにした．そして，クラスタ性に関する実験，スモールワール
ド性に関する実験およびスケールフリー性に関する実験では，提案モデルにより，クラスタ
性，スモールワールド性，スケールフリー性を満たすネットワークが生成可能であることを
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6. 結

言

本研究では，行為者の属性や自身を取り囲む関係構造による行為の動的変化を考慮した
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ネットワーク成長モデルを提案し，特徴量の調査，成長過程におけるダイナミクスの解析，
実ネットワークとの比較を行った．結果は以下のように要約できる．

(1)

結合強度 σ の値を変化させることにより，
「クラスタ性」
，
「スモールワールド性」
，
「ス
ケールフリー性」等の性質の有無が変化する．

(2)

次数の高いものがより強い影響力を持つ構造が，ハブ振動子の出現に寄与している．

(3)

結合強度 σ の値を変化させることにより，複数の異なる実ネットワークと類似性の
高いネットワークが生成可能である．

これらの結果は，ノードの属性に加え，自身を取り囲む関係構造によるノードの動的変化
が実世界のネットワーク成長において非常に重要な要素であること，また，提案モデルは有
効性の高いモデルであることを示している．さらに，結合振動子でモデル化可能な事象とモ
デル，双方のネットワークを比較することにより，事象における相互作用の強さを定性的に
評価できることから，実ネットワークに対して静的構造からは得ることのできない新たな視
点を導くことが可能といえる．今後の課題としては，大規模ネットワークへの適用があげら
れる．
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推 薦 文
本研究は，結合振動子を用いたネットワークの成長モデルを提案している．提案モデルで
は，ノードの属性である結合振動子の振動数が似た他の振動子と結合し，結合したノードど
うしは相互作用し，自身の振動数を動的に変化させる．ノードが他のノードの相互作用も含
めて動的に変化して成長していくモデルの提案は新規性があり，スモールワールド性やクラ
スタ性，スケールフリー性等を持つネットワークが生成可能なモデルであり興味深いことか

情報処理学会論文誌

Vol. 52

No. 10

2934–2943 (Oct. 2011)

c 2011 Information Processing Society of Japan


2943

行為者の属性・関係構造による行為の動的変化を考慮したネットワーク成長モデル
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