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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　複雑ネットワーク・サマースクール 2014 !
　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：2014年8月18日(月)～21日(木) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：東北大学情報科学研究科棟大講義室 !
　　　　　　　　　　　　　　　　　組織委員： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　・高口太朗（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　・長谷川雄央（東北大学大学院情報科学研究科） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　・宮田洋行（東北大学大学院情報科学研究科） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　・河原林健一（国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　・尾畑伸明（東北大学大学院情報科学研究科） !
　　　　　　　　　　　　　　　　　主催： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　・JST ERATO 河原林巨大グラフプロジェクト 
　　　　　　　　　　　　　　　　　・東北大学重点戦略支援プログラム「数学をコアとするスマート・ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　イノベーション融合研究共通基盤の構築と展開」 !
　　　　　　　　　　　　　　　　　URL：http://complexnetschool2014.wordpress.com !

http://complexnetschool2014.wordpress.com


プログラム 

＊講義は途中20分の休憩を挟む 
8月18日 

!
09:30-10:00 受付 !
10:00-12:00 【講義A】高口太朗（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 
　　　　　　　　　　　「テンポラル・ネットワーク入門」 !
12:00-13:30 昼休憩 !
13:30-15:30 【講義B】吉田悠一（国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系） 
　　　　　　　　　　　「巨大グラフに対する高速アルゴリズム」 !
15:30-15:50 小休憩 !
15:50-17:10 一般講演A 
　15:50-16:10【O-A1】高邉賢史（東京大学大学院総合文化研究科） 
　　　　　　　　　　　「ネットワーク上の組合せ最適化問題と近似手法の統計力学的解析」 
　16:20-16:40【O-A2】シュパイデル玲雄（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 
　　　　　　　　　　　「Mean recurrence time on models of temporal networks」 
　16:50-17:10【O-A3】田村光太郎（東京工業大学総合理工学研究科知能システム科学専攻） 
　　　　　　　　　　　「複雑ネットワーク上の非等方的なフローにおける主要フローの構造解析」 !

８月19日 
!
10:00-12:00 【講義C】佐野幸恵（筑波大学システム情報系社会工学域） 
　　　　　　　　　　　「オンラインソーシャルネットワーク解析」 !
12:00-13:30 昼休憩 !!!!!
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12:00-13:30 昼休憩

13:30-15:30 トピック講義B トピック講義D

基調講演 
（～14:30）

チュートリアルB
自由討論

15:30-15:50 小休憩

15:50-17:10 一般講演Ａ 一般講演B ポスター発表 
(～18:00) 一般講演C



13:30-15:30 【講義D】安田宗樹（山形大学大学院理工学研究科） 
　　　　　　　　　　　「データ生成モデルからのアプローチ ～統計的機械学習理論と深層学習～」 !
15:30-15:50 小休憩 !
15:50-17:10 一般講演B 
　15:50-16:10【O-B1】渡辺駿介（東京工業大学総合理工学研究科） 
　　　　　　　　　　　「Cavity法によるantagonistic networksの解析」 
　16:20-16:40【O-B2】笹井健行（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 
　　　　　　　　　　　「次数相関を持つ振動子ネットワークの動的頑強性」 
　16:50-17:10【O-B3】藤原直哉（東京大学空間情報科学研究センター） 
　　　　　　　　　　　「都市圏における人の流動データによる感染症伝播のネットワーク解析」 !

８月20日 
!
10:00-12:00 【講義E】青木高明（香川大学教育学部） 
　　　　　　　　　　　「反応拡散過程と adaptive networks」 !
12:00-13:30 昼休憩 !
13:30-14:30 【基調講演】増田直紀（ブリストル大学数理工学科） 
　　　　　　　　　　　　「脳の resting-state ネットワークとそのエネルギー地形、睡眠との関係」 !
14:30-15:30 自由討論 !
15:30-18:00 ポスターセッション !
19:00- 懇親会 !

８月21日 
!
10:00-12:00 チュートリアルA 
　10:00-10:50【T-A1】川本達郎（東京工業大学大学院総合理工学研究科） 
 　　　　　　　　　　　「グラフ上のコミュニティ検出とその限界」 
　11:10-12:00【T-A2】水高将吾（北海道大学大学院工学研究科） 
 　　　　　     　　　　「負荷揺らぎに起因したカスケード故障の定式化とネットワークの頑強性」 

12:00-13:30 昼休憩 !
13:30-15:30 チュートリアルB 
　13:30-14:20【T-B1】馬場雪乃（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 
 　　　　　　　　　　　「機械学習によるクラウドソーシングの品質管理」 
　14:40-15:30【T-B2】橋本康弘（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 　　　　　     　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　「情報可視化～ネットワーク可視化を中心として」 !
15:50-17:10 一般講演C 
　15:50-16:10【O-C1】中嶋洋平（東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻） 
　　　　　　　　　　　「利得の寄付を辺とみなしたネットワーク構成法の性質」 
　16:20-16:40【O-C2】成塚拓真（早稲田大学先進理工学研究科物理学及応用物理学専攻） 
　　　　　　　　　　　「適応度モデルを用いたサッカーのパス回しネットワークの次数分布の解析」 
　16:50-17:10【O-C3】福嶋誠（国際電気通信基礎技術研究所（ATR）脳情報解析研究所） 
　　　　　　　　　　　「脳内の”配線”情報を利用したマクロスコピックな脳機能ネットワークの推定」 !



Abstract～トピック講義・チュートリアル 
!

トピック講義 

!
【講義Ａ】テンポラル・ネットワーク入門 
【講演者】高口太朗（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 

【概要】ソーシャルネットワークや Web グラフなどの様々なシステムを時間的に変化するネットワークす
なわちテンポラル・ネットワークとして捉えることは、複雑ネットワーク分野において近年急速に研究が進
展しているトピックのひとつである。本講義では、実測データに基づくテンポラル・ネットワークの「観察」
と数理モデル化による「解析」の２部に分け、最新の研究動向を概説する。まず「観察」の部では、現実の
テンポラル・ネットワークに見られる特筆すべき性質について、様々な実測データに基づく先行研究におけ
る知見を紹介する。次に「解析」の部では、観察された性質を踏まえてテンポラル・ネットワークを一般化
して理解するために、いくつかの代表的な数理モデルの解析結果を紹介する。 

!
【講義B】巨大グラフに対する高速アルゴリズム 
【講演者】吉田悠一（国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系） 

【概要】講演者の専門は計算機科学であり、実世界のネットワークに対する実用的なアルゴリズムを作るこ
とに興味を持っている。ネットワーク科学は実世界のネットワークがどのような構造をしているかを学ぶ分
野であるが、そこで得られた知見は良いアルゴリズムを作る上でも有用である。具体的には、これまで複雑
ネットワークに対して最短路や中心性を求めるアルゴリズムを開発してきたので、一つ目の話題としてこれ
らの成果を紹介する。一方でネットワーク科学はアルゴリズムを作る為に発展した分野ではないので、計算
機科学的な視点に立つと幾つかの不満が有るのも事実である。そこで二つ目の話題として、計算機科学での
応用を考えた時にネットワーク科学に目指して欲しい方向性について述べる。 

!
【講義C】オンラインソーシャルネットワーク解析 
【講演者】佐野幸恵（筑波大学システム情報系社会工学域） 

【概要】TwitterやFacebookに代表される，オンライン上に存在し，多数とコミュニケーションできるサー
ビスはソーシャルメディアと呼ばれる．ソーシャルメディアのデータからは，誰が誰とつながっているのか
といった友人関係だけではなく，書き込みが行われた単語の共起関係まで，多種多様なのネットワークの抽
出が可能である．本講演では，これらオンラインソーシャルネットワークでどういったものが研究され，何
が分かって来たのかという部分から最先端の話題までを幅広く紹介する． 

!
【講義D】データ生成モデルからのアプローチ ～統計的機械学習理論と深層学習～ 
【講演者】安田宗樹（山形大学大学院理工学研究科） 

【概要】データが特定の確率的な規則性に従って発生していると考えると，データを生み出す背景となる確
率分布（事前分布）の存在に対する考え方が生まれてくる．これは，データを生成する背景の分布を直接モ
デリングし，システムを構築するというアプローチであり，統計的機械学習理論の中の重要な一つの柱とな
る．そこでは，情報科学的な方法論と同等に，統計力学的なモデリング技術や計算技術が活きており，情報
科学理論と自然科学理論を結ぶ架け橋にもなっている．本講演では統計的機械学習理論の基礎から，最近話
題となっている深層学習の基礎に至るまでを平易に解説する予定である． 

!!!



【講義Ｅ】反応拡散過程と adaptive networks 
【講演者】青木高明（香川大学教育学部） 

【概要】ネットワークという言葉は，複雑に関係し合う繋がりを指す言葉として広く利用されています。こ
の繋がりは固定された物ではなく，むしろ時々刻々とシステムの状況に応じて変化しゆく物です。自由度の
高い多様な繋がりが，どのように秩序化され構造形成されていくのか。このネットワーク自体の力学につい
て，adaptive networksの視点から研究紹介をします． 

!
チュートリアル 

!
【T-Ａ1】グラフ上のコミュニティ検出とその限界 
【講演者】川本達郎（東京工業大学大学院総合理工学研究科） 

【概要】コミュニティ検出とは、おおまかに言うと、グラフ上で密につながったノード集合を探し出す操作
です。具体的な例としては、ソーシャルネットワーク上の友人グループを、データから自動的に検出するこ
とが挙げられます。コミュニティ検出は、物理とコンピューター・サイエンスの両方で非常に活発に研究さ
れているテーマであり、これまでに様々な研究がなされてきました。本講演では、コミュニティ検出の今日
までの発展を大まかに紹介すると共に、特に最近興味が集まっている、各検出手法の持つ理論的限界につい
ての解説をしたいと思います。 

!
【T-A2】負荷揺らぎに起因したカスケード故障の定式化とネットワークの頑強性 
【講演者】水高将吾（北海道大学大学院工学研究科） 

【概要】電力網における大規模停電やインターネットの通信障害など、機能性ネットワークの機能消失の多
くは、故障に伴う負荷の迂回によって故障が連鎖する過負荷故障カスケードが原因となって起こる。従来の
過負荷故障カスケードに対するモデル研究の多くは、負荷の平均値がノードの耐性を超えた場合に過負荷故
障が起こると仮定されていた。しかし、一般にネットワーク上の負荷は時間とともに常に揺らいでおり、過
負荷故障は負荷揺らぎの"extreme events"に支配されている。本研究では、この点が考慮されたランダム
ウォークに基づく過負荷故障モデルを用いることによって、負荷揺らぎを考慮した過負荷故障カスケードに
対するネットワークの頑強性及び臨界性について調べた。 

!
【T-B1】機械学習によるクラウドソーシングの品質管理 
【講演者】馬場雪乃（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 

【概要】インターネットを介して不特定多数の人々に仕事を発注する仕組み「クラウドソーシング」の利用
が急速に拡大しつつある。クラウドソーシングの利便性向上のために機械学習を活用する研究も数多くなさ
れている。本講演ではクラウドソーシングの最大の課題の一つである品質管理に焦点をあて、特に、機械学
習手法を用いてワーカの能力等を推定し品質向上を目指す、統計的品質管理手法を紹介する。 

!
【T-B2】情報可視化～ネットワーク可視化を中心として 
【講演者】橋本康弘（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 

【概要】この講演は情報可視化の技術とその基本的な考え方について、主にネットワークの可視化を中心に
取り上げながら、最近の研究事例や実際的な利用を交えた内容でお話しできればと考えています。情報可視
化を実践する単純さと深い研究に繋げていく難しさについて、情報可視化に馴染みのない方、あるいは関連
する研究を行っている方と共有できれば幸いです。 

!
!



Abstract～基調講演・一般講演・ポスター発表 
!

基調講演 

!
【題目】脳の resting-state ネットワークとそのエネルギー地形、睡眠との関係 
【講演者】増田直紀（ブリストル大学数理工学科） 

【概要】脳の resting-state ネットワークは、様々な認知機能に関わっていると言われている。本発表では、
MRIによって安静時にあるヒトから計測された脳信号に、最大エントロピー法（統計物理で知られるイジン
グモデルと同値）を適用して脳のネットワーク構造を推定する研究について紹介する。最大エントロピー法
は、既存手法よりもより高い精度で解剖的な意味での脳ネットワークを推定できることが明らかになった。
また、エネルギー地形という概念を用いた解析や、睡眠データへの応用についても述べる。 

!
一般講演 

!
【O-A1】ネットワーク上の組合せ最適化問題と近似手法の統計力学的解析 
【講演者】高邉賢史（東京大学大学院総合文化研究科） 

【概要】本講演では,ランダムなネットワーク上で定義される組合せ最適化問題の典型的な困難さについて述
べる.この問題は統計力学による解析が可能であり,ネットワークの平均結合数に依存して典型的な厳密計算
の困難さの境界の存在が示唆されている [1].一方で,近似解法として重要な線形緩和と呼ばれる手法を適用す
ると,典型的な近似精度に関してもある種の相転移が存在することが数値的に示唆されている [2].我々は,こ
の線形緩和の挙動を統計力学的手法を用いて定量的に解析することで,典型近似精度に関する相転移が存在
し,閾値となる平均結合数が先行研究の値と等しいことを明らかにした [3]. 講演ではその詳細を報告し,計算
の困難さとネットワーク構造との関連性について議論したい. （共同研究者：福嶋孝治） 
[1] M. Weigt and A. K. Hartmann, Phys. Rev. Lett. 84, 6118 (2000).  
[2] T. Dewenter and A. K. Hartmann, Phys. Rev. E 86, 041128 (2012).  
[3] S. Takabe and K. Hukushima, J. Phys. Soc. Jpn. 83, 043801 (2014). 

!
【O-A2】Mean recurrence time on models of temporal networks 
【講演者】シュパイデル玲雄（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 

In recent years, a growing body of research has identified non-trivial temporal patterns in 
networked systems, e.g. the ubiquitous heavy tail of their interevent time distribution [3]. Its 
implications on diffusion, often modelled by a random walk process, are still poorly known. So 
far, a majority of studies on temporal networks are either data driven or adapt a Markovian 
viewpoint [2]. In order to address these questions, we focus on models of temporal networks, 
the so-called stochastic temporal networks (STNs) [1], for which the interevent time distribution 
is controlled explicitly for every edge. In the present study, we have analytically calculated the 
mean recurrence time of the so- called active and passive random walks on STNs. In the active 
random walk, interevent times of all links are renewed after each transition. In contrast, 
interevent times are not reset on all but one links in the passive random walk. Therefore, 
transition rates depend on past events of the process such that we have to account for the 
entire path of the random walker to accurately evaluate its behavior. We have developed an 
approximation scheme, in which the path of the random walker is neglected except for its 
previous and current position. Finally, we have verified the accuracy of our theoretical 
predictions by numerical simulations. (Collaboration work with Renaud Lambiotte, Kazuyuki 
Aihara, and Naoki Masuda) 



[1]  T. Hoffmann, M. A. Porter, and R. Lambiotte. Generalized master equations for non-Poisson 
dynamics on networks. Physical Review E, 86:046102, 2012.  
[2]  P. Holme and J. Saramäki. Temporal networks. Physics Reports, 519:97‒125, 2012.  
[3]  A. Vázquez, J. G. Oliveira, Z. Dezsö, K.-I. Goh, I. Kondor, and A.-L. Barabási. Modeling bursts 
and heavy tails in human dynamics. Physical Review E, 73:036127, 2006. 

!
【O-A3】複雑ネットワーク上の非等方的なフローにおける主要フローの構造解析 
【講演者】田村光太郎（東京工業大学総合理工学研究科知能システム科学専攻） 

【概要】現実の複雑ネットワークにおけるフローは、熱輸送のような等方的な拡散がなされず、平等に扱う
ことができない。このことから複雑ネットワーク上のフローは、一部の主要なフローを取り出すことが本質
的な関係の抽出には必要であると考えられる。この手法は複雑ネットワーク上において、出リンクのうち隣
接の最大入次数ノードにつながる出リンク以外を除去するという過程で近似される。複雑ネットワーク上の
ダイナミクスを用いて、ループやサイクルを持つ複雑ネットワークから階層性を持つツリー状のコミュニティ
を抽出するという手法の提唱と、この過程を一般化し確率的に扱うことで, ネットワーク構造の抽出操作前
後での変化を評価する。 

!
【O-B1】Cavity法によるantagonistic networksの解析 
【講演者】渡辺駿介（東京工業大学総合理工学研究科） 

【概要】Antagonistic networksは，ネットワークを2つ組み合わせて構成されるマルチレイヤーネットワー
クの一種であり，異なるネットワークのノード間をつなぐリンクが，反作用の効果（片方のノードが活性で
あるとき，もう片方のノードの不活性を招く）を持つ．本発表では，Cavity法による解析手法の枠組みを述
べる．また，初期時刻において，ノードが故障状態に固定（クエンチ）されているか否かがネットワークの
耐性に与える役割について考察する． 

!
【O-B2】次数相関を持つ振動子ネットワークの動的頑強性 
【講演者】笹井健行（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 

【概要】現実の多くのネットワークは次数相関をもつことが知られている。社会ネットワークは正の相関を
持ち、生物ネットワークや工学ネットワークは負の相関をもつ。次数相関はネットワークの構造的な頑強性
に影響し、正の次数相関は構造的頑強性を高めることが知られてきた。しかし、ネットワーク上の動的活動
の頑強性、すなわち動的頑強性に対して次数相関がどのように影響を与えるかは分かっていない。本研究で
は、細胞集団などに見られるネットワーク上の振動ダイナミクスの維持に対して、次数相関がどのような影
響を与えるかを明らかにする。 

!
【O-B3】都市圏における人の流動データによる感染症伝播のネットワーク解析 
【講演者】藤原直哉（東京大学空間情報科学研究センター） 

【概要】複雑ネットワーク科学において、ノードが何らかの地理情報を持っている状況は、社会ネットワー
クを考察する上で重要である。近年、GPSなどの普及により、大規模な人の行動データの取得が容易になり、
詳細な人口動態の把握が可能になりつつある。しかし、このような大規模なデータから有用な結論を得るた
めの方法論は必ずしも明らかではない。本講演では、都市圏における人の空間的接触による感染症拡大に注
目し、東京圏の人の流動データから構成したネットワークの解析から得られた結果について報告する。 

!!!!



【O-C1】利得の寄付を辺とみなしたネットワーク構成法の性質 
【講演者】中嶋洋平（東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻） 

【概要】ゲーム理論とネットワーク科学はどちらも人間の行動を数理的に表現し，その性質や特徴を解析す
ることを目的にした研究分野であり，この二つを組み合わせた研究も盛んに行われている．本研究では，ゲー
ム理論の中の一例である寄付ゲームから発想を得て，プレイヤー同士の寄付，つまり利得のやり取りを辺と
みなし，何回も寄付されて利得が多い人ほど寄付頻度が高くなること，寄付されたあとにお返しをする確率
が高いことをモデルに含めた有向重み付きネットワーク構成法を考案した．そして，生成されるネットワー
クがどのような特徴を持つのか，どのような利得分布になっているのかについて数値実験を行った．すると
次数分布がべき則状の分布に従うこと，クラスター係数がランダム・グラフの場合と比べて大きいこと，ダ
イナミクスの一定時間後に利得の分布が大きく変化することが観察された．（共同研究者：増田直紀） 

!
【O-C2】適応度モデルを用いたサッカーのパス回しネットワークの次数分布の解析 
【講演者】成塚拓真（早稲田大学先進理工学研究科物理学及応用物理学専攻） 

【概要】サッカーのフィールドを細かいエリアに分割し，選手の情報と位置の情報を併せ持つノードを定義
することで，選手の位置を考慮したパス回しのネットワークが作成できる。これまでに，このネットワーク
の基本的な特徴量や次数分布が調べられているが，これらの統計的性質はマルコフ連鎖に基づくモデルによっ
てよく再現される。このモデルは，フィールド上のノード間をボールが推移するモデルであり，推移確率は
各ノードの適応度に応じて決まる。従って，適応度モデルに類似しているが，時系列に従ってネットワーク
が作成される点が一般の適応度モデルと異なる。本講演では，このモデルから導出される次数分布について，
実データと数値シミュレーションの結果を用いて詳しく議論する。 

!
【O-C3】脳内の”配線”情報を利用したマクロスコピックな脳機能ネットワークの推定 
【講演者】福嶋誠（国際電気通信基礎技術研究所（ATR）脳情報解析研究所） 

【概要】ヒト脳計測データから，脳内の解剖学的な"配線"に基づく拘束条件のもと，脳の機能的ネットワー
ク（神経活動由来の電流が脳内を伝播する過程を示す有向グラフ）をマクロスコピックに推定する手法につ
いて発表する．本手法では，脳計測データの観測過程と脳内の解剖学な配線情報にしたがって時間発展する
脳内電流ダイナミクスを，状態空間モデルを用いて定式化する．そして，状態空間モデルの内部状態に相当
する脳内電流源（機能的ネットワークの頂点）とモデルパラメータに相当する機能的結合（機能的ネットワー
クの枝）を，変分ベイズ法を用いて同時推定する．なおここでは，脳内電流源同士の直接的なインタラクショ
ンのみに着目するため，解剖学的に直接のつながりのない機能的結合はあらかじめゼロに固定する．本手法
の開発により，脳内電流が全脳にわたって伝播していく過程を示す脳機能ネットワークの推定をはじめて可
能にした．本研究は，山下宙人氏（ATR脳情報解析研究所），Thomas R. Knösche氏（マックスプランク
認知神経科学研究所），佐藤雅昭氏（ATR脳情報解析研究所）との共同研究である． 

!
ポスター発表 

!
【P-1】Relation between Robustness and Topology in Power Grids 
【講演者】永田基樹（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 

【概要】We propose a new concept of node-wise robustness of power grids under variation of 
effective power in one load node. We find that the shortest path length from generators is most 
highly correlated with the robustness of the load nodes. We numerically demonstrate that the 
supply of reactive power enhances the robustness. 

!!



【P-2】触媒反応ネットワークの不均一性とSOCの普遍クラス 
【講演者】渡邉章友（北海道大学大学院工学院応用物理学専攻） 

2009年にAwazuらは、ランダム・グラフ上の触媒反応ダイナミクスにおいて自己組織化臨界性(SOC)が発
現することを明らかにした。本研究で我々は、現実の代謝ネットワークが有する様々な構造的・機能的不均
一性を考慮した場合の連鎖反応規模分布について数値的に計算し、SOCの普遍クラスを調べた。その結果、
各種構造的不均一性を考慮しても、Awazuらの結果と同じ普遍クラスのSOCが得られるものの、機能的不
均一性を有する場合は不均一性の強さに普遍クラスが依存することが明らかとなった。 

!!
【P-3】テンポラルな完全グラフにおける動的なバランスモデルについて 
【講演者】西遼佑（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 

【概要】テンポラル・ネットワークは動的な枝を持つネットワークであり、線形なダイナミクスが遅くなる
ことが知られている。その次の段階として、非線形なダイナミクスがテンポラル・ネットワーク上で遅くな
るのかどうかを検証する必要がある。非線形なダイナミクスの一例としては、バランス理論の動的なモデル
がある。バランス理論とは、友好関係や敵対関係などの社会的な関係を枝の状態として持つネットワークに
ついて、静的な観点で、ネットワーク構造の安定性を考える社会心理学の理論である。近年、バランス理論
の動的な非線形モデルが提唱されている。本発表では、バランス理論の動的な非線形モデルについて、ダイ
ナミクスがテンポラル・ネットワーク上で遅くなるのかどうかを、テンポラルな完全グラフを用いて数値計
算で検証した。その結果、ダイナミクスがたしかに遅くなることがわかった。 

!!
【P-4】結び目不変量の統計力学的計算 
【講演者】中島千尋（東北大学原子分子材料科学高等研究機構） 

【概要】結び目のトポロジーを分析する数学的道具のひとつに結び目不変量があるが、不変量の多くは計算
量が大きく、応用上難しい点となっているとともに、計算機科学上も興味深い問題となっている。本発表で
は、不変量の計算手法のひとつとして、Jones多項式の計算への、統計力学とモンテカルロ法に基づくアプ
ローチについて述べる。 

!!
【P-5】ネットワーク上の囚人のジレンマにおける相転移 
【講演者】中井直人（北海道大学大学院理学院物性物理学専攻） 

【概要】利己的なプレイヤー間の協力行動に対して、ネットワークの構造がどのような影響を与えるのかを
調べるためのモデルとして、ネットワーク上の囚人のジレンマゲームがある。先行研究では、レギュラース
モールワールドネットワークとランダムレギュラーグラフ上の囚人のジレンマは平均場のDirected 
Percolationユニバーサリティクラスに属すると予測されているが、詳細な解析はなされていない。本研究
では、レギュラースモールワールドネットワークとランダムレギュラーグラフ上の囚人のジレンマのシミュ
レーションを行い、実際に臨界指数を見積もった。その結果、レギュラースモールワールドネットワークで
は平均場の指数に近い値が得られたが、ランダムレギュラーグラフの方では予測と合う結果は得られなかっ
た。本発表ではその詳細について述べる。 

!!!!!!



【P-6】パスの冗長性を利用したネットワークの頑健性指標について 
【講演者】安東弘泰（筑波大学システム情報系社会工学域） 

【概要】本発表では、複雑ネットワーク上の情報の拡散としてconsensus dynamics を調べる。ここで、
ネットワークのリンクを除いた際に、consensus dynamicsが平衡状態に至るまでの時間(合意時間)が有意
に長くならなければ、そのネットワークは頑健であるとする。この頑健性を測るためにノード間のパスの冗
長性を考慮した指標を導入する。ノード数の少ない連結ネットワークに関する網羅的な数値計算の結果、ネッ
トワークの合意時間と提案指標の間に相関があることが分かり、また、取り除くと合意時間を大幅に増加さ
せるリンクも同定可能と分かった。これらの結果は、ネットワークの静的な情報からその上での動的な振る
舞いをある程度推測可能であることを示唆している。＃＃本研究はErnesto Estrada氏との共同研究であ
る。 

!!
【P-7】共同利用施設における研究分野のトレンド予測と分野別研究パフォーマンスの多角的分析 
【講演者】神辺圭一（電気通信大学情報システム学研究科社会知能情報学専攻） 

【概要】1997年に供用を開始した大型放射光施設SPring-8は，物質科学・地球科学・生命科学・環境科学・
産業利用等の幅広い分野の研究開発に利用されており，年間2千件以上の実験（利用研究課題）が実施され
ている。本研究では，SPring-8のWebシステムに蓄積された過去9年分の課題申請データを対象として，利
用者の研究分野・手法の変遷を元に，今後発展が期待される分野の予測と，分野別の研究パフォーマンスの
分析を行った。今後は，共同実験者や研究成果の共著者情報から研究分野間の隣接性の解明やユーザー間の
つながりの可視化を目指している。 

!!
【P-8】ネットワーク上のランダムウォークによる拡散現象のモデル化 
【講演者】羽刕勝紀（北海道大学大学院理学院物性物理学専攻） 

【概要】Brown運動のような通常の拡散において、拡散粒子の変位の分散は時間に線形に比例して増加する。
しかし、土壌中のような複雑な構造を持つ系においては異常拡散という非線形な振る舞いを示すことが知ら
れている。我々は空間を離散化しネットワークとして表現することで、拡散現象をネットワーク上のランダ
ムウォーク問題としてモデル化した。そして、離散時間ランダムウォークにおいて粒子の変位の分散を解析
的に計算し、任意の系で通常拡散に収束することを示した。 

!!
【P-9】進化計算おけるスケールフリー選択則の有効性 
【講演者】荒関仁志（日本大学大学院総合社会情報研究科） 

【概要】進化計算の研究において、様々なタイプの選択則が提案されているが、選択則は進化計算において
重要な役割を持つとは考えられていない。一方、複雑ネットワークの研究では1999年のBAモデルの提案時
点から、フケールフリー分布を生成する研究が多く、実問題の解決としてのスケールフリー性を議論した研
究は少ない。本発表では、進化計算の一つである遺伝的プログラミングの選択則に、スケールフリー分布を
生成するメカニズムを持つ選択則を提案し、従来の選択則との比較を行い、その有効性を検証したので報告
する。本提案による計算実験の結果、従来の選択則に比べて、進化計算の性能を改善できることが分かった。
また、不要な構造（イントロン構造）を含まないベンチマーク問題において、選択則分布が、ポアソン分布
からスケールフリー分布へと変化する過程を確認することができた。これは進化計算において、スケールフ
リー分布が進化計算過程の有効な指標として使える可能性を示すものではないかと考えている。 
!!!



【P-10】ランダムグラフ上のCoupled Mapにおける秩序構造について 
【講演者】篠田 謙司（東京大学総合文化研究科広域科学専攻） 

【概要】大域結合写像 (Globally Coupled Map;GCM) モデル[1]は, カオス写像を大域的に結合させたもの
で, その結合定数などのパラメータに応じて, 様々な秩序構造が生まれることが知られている. しかし, このモ
デルでは各素子同士の結合は完全グラフ的に与えられ, グラフ上のダイナミクスとしては特別な場合を議論
している. そこで今回我々は, カオス写像間にランダムグラフによって結合を与えたとき (Randomly 
Coupled Map;RCM), GCMでは現れないような秩序構造が出現するかを数値的に調べた. このとき, 特に系
の不安定固定点を境にして素子が巨視的に位相分離する状態 (MPS状態) に着目すると, 特定のパラメータ領
域でそのMPS状態が, GCMの場合に比べて劇的に減少することが分かった. 本発表ではこの現象を中心に, 
RCMの諸相について報告する.  
[1] K. Kaneko, Physica D 41 137 (1990) 

!
【P-11】神経細胞ネットワークの動態を考慮した局所脳冷却によるてんかん発作抑制療法の開発に向けて 
【講演者】秋澤翔（奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科） 

【概要】てんかん焦点の冷却によりてんかん発作が抑制可能であることは，以前より実験的に知られていた．
しかし，その効果-温度間の関係や分子的機序には不明な点が多く残されていた．また，冷却開始のタイミ
ングとして発作を検知した時点ではなく，発作発生を予測できた時点での開始が望ましいが，そのための予
測方法も未だ十分に確立されていない．本発表では，イオンチャネルの温度依存性がてんかん発作抑制を説
明しうるか，説明できるとしてその抑制効果が温度に対してどのように振る舞うのか，これら2点に関する
Hodgkin-Huxley 型神経細胞ネットワークを用いたシミュレーションによる検証結果を紹介する．また，神
経細胞ネットワークの動態を考慮したてんかん発作予測方法についても提案する． 

!
【P-12】ネットワーク上の資源拡散に伴ってネットワークトポロジーもまた進化する力学モデルの可能性 
【講演者】小松啓太（北海道大学理学院物性物理学専攻） 

【概要】現実のネットワークは局所的な変化を絶えず続けながら構造を形成・維持している。それは例えば
航空ネットワークが利用者の増減を伴いながらスケールフリー・ネットワークを維持しているように[1]。そ
こで、今回はネットワーク上における資源拡散モデルとして青木・青柳モデル[2]を採用し、ネットワークト
ポロジーの進化としてリンクの繋ぎ替え(Rewiring)操作を採用し、これらを交互に行うモデルを考えた。今
回はシミュレーション結果を踏まえた上で、このアプローチについて議論したい。 
[1]A. Gaiter, A. Barrat, and M. Barthelemy, PNAS/June 2, 2009/vol.16/no.22/8847-8852 
[2]T. Aoki and T. Aoyagi, Physical Review Letters, vol.109, 208702 (2012) 

!
【P-13】参照ネットワークにおけるオピニオンリーダーの出現 
【講演者】伊藤真利子（総合研究大学院大学先導科学研究科生命共生体進化学専攻） 

【概要】私達は意思決定をする際にしばしば他者の意見に影響を受ける。このような状態はネットワークモ
デルを用いて表すことができる。このネットワークにおいては、各頂点が個人を、各頂点間のリンクが個人
同士の意見の流れを表している。このネットワーク内で数多くのリンクを持つ人は、ネットワーク内の多く
の個人に影響を与える、私達の世界でいうところのオピニオンリーダーである。ここでオピニオンリーダー
がどのようにして現れるのかという疑問がある。均一に影響を及ぼし合っている個体の集団からネットワー
ク内の参照関係を更新することによってオピニオンリーダーが現れることを示す先行研究はいくつかある。
しかしこれらの研究では、私達がよくとる手段である多数決が考慮されていない。本研究では多数決による
意思決定をモデルに反映させ、オピニオンリーダーが出現する条件やオピニオンリーダーが存在する集団に
おける意思決定の正確さについて調べる。 

!!



【P-14】医者を取り入れた感染症モデルの提案と中心性に基づく分析 
【講演者】山内ゆかり（日本大学生産工学部） 

【概要】現実の世界を表すモデルとして複雑ネットワークが有効とされている。感染症を説明するモデルと
してSISモデルとSIRモデルがある。SISモデルとは伝染病の伝播を表す確率モデルのひとつで、健康な人をS、
病人をIとし、健康な人と病人の数の変化速度を表したモデルである。SIRモデルとは病気から治って免疫を
獲得した人（再感染しない人）Rを考慮したモデルである。複雑ネットワーク上で感染症モデルのシミュレー
ションを行うことは現実の感染症の経路解析や対策の検討において有効であるとされている。本研究では、
SIRモデルに新たにIを治療するD（医者）を取り入れたSIRDモデルを提案する。また中心性に基づきDの初
期配置を行うことで、感染症の蔓延を抑制するメカニズムを解析することを試みる。 

!
【P-15】Analyses of chaotic systems with network among UPOs 
【講演者】小林幹（東北大学原子分子材料科学高等研究機構） 

【概要】Chaotic motion can be considered as an irregular transition process among unstable 
periodic orbits embedded in a chaotic attractor. Therefore, unstable periodic orbits are 
sometimes called the skeleton of chaos, and play an important role for characterizing properties 
of chaos. In fact, statistical quantities of chaos can be determined in terms of unstable periodic 
orbits. Furthermore, it is found that there is a single unstable periodic orbit which can give good 
approximations to some statistical quantities of chaos or turbulence. However, it is not trivial 
that what kind of unstable periodic orbits can capture the statistical quantities and how such 
unstable periodic orbits should be characterized. In this poster, a mathematical model for an 
irregular transition process among unstable periodic orbits is constructed through the concept 
of network. And it is shown that tools in the complex network can characterize unstable periodic 
orbits which can capture some statistical quantities in chaotic systems. 

!
【P-16】疾患パスウェイの実例と展望 
【講演者】水野聖士（東北大学医学系研究科） 

【概要】これまでの研究により、医学は格段に進歩し、疾患に対する多くのリスク因子が発見され、診断の
マーカーや治療のターゲットとして活用されてきた。これらの研究により、一つの疾患に対して、一つのリ
スク因子が疾患のメインアクターというよりも、弱いリスク因子が複雑に絡み合って一つの疾患・病態を形
成していることが浮かび上がってきつつある。この“疾患”という複雑系を理解し、疾患を克服できるような
治療ターゲットを探す方法を確立するための第一段階として、大規模データや、データから構築されるモデ
ルに対して、意味を与える知識リポジトリである「疾患パスウェイ」を提唱している。この疾患パスウェイ
について、実例や構築方法を紹介するとともに、将来の展望を述べたい。 

!
【P-17】拡張SIRモデルにおける感染の爆発的な広がり 
【講演者】長谷川雄央（東北大学大学院情報科学研究科） 

【概要】SIRモデルは感染症の数理モデルとしてネットワーク科学分野で非常によく使われる。通常SIRモデ
ルの感染率μを値を0から上げていくと、感染が死滅する状態から感染が拡がる状態への(連続)転移が起こ
る。各ノードのとりうるSの数を複数に増やした拡張SIRモデルを考えた時、相転移は不連続になることが
最近全結合系の解析から示唆されている[Krapivsky et al. J.STAT. 2011 (2011) P12003]。本研究ではネッ
トワーク上に拡張SIRモデルを配置した場合にはどのような振舞いが見えるのかをモンテカルロ・シミュレー
ション及び離散時間モデルのツリー近似による解析から明らかにした。(共同研究者：北海道大学　根本幸
児、木下直人) 

!!



【P-18】オンライン・ソーシャル・ネットワークにおける次数相関構造と特異なユーザー群の発見 
【講演者】高口太朗（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 

【概要】オンライン・ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）のデータから再構成されたユーザー
間のネットワークは、しばしば社会ネットワークの実例として研究される。しかし、オンラインとオフライ
ンでの行動様態の差異などによって、再構成されたネットワークは従来の社会ネットワーク分析に基づく想
定とは異なる性質をもつ可能性がある。この問題を検証するため、代表的 SNS の１つである Twitter から
取得したユーザー間ネットワークを分析した結果を報告する。まず、次数が小さい領域においては正の次数
相関が見られるのに対し、次数が大きい領域では単調でない振る舞いが見られた。この事実は、異なるユー
ザーグループを横断的につなぐ少数の特異なユーザーの存在を示唆する。より詳細な分析の結果、この特異
なユーザー群の存在という仮説によりネットワークの構造が矛盾なく説明されることを示す。この結果は、
Twitter 上での情報拡散やグループ形成過程を考える上で考慮すべき知見である。本発表内容は前原貴憲氏、
河原林健一氏（国立情報学研究所）、豊田正史氏（東京大学）との共同研究成果である。 

!
【P-19】small-world networkにおけるsubextensive order 
【講演者】能川知昭（東邦大学医学部医学科） 

【概要】small-world network上の協力現象ではしばしば臨界相があらわれる。この相の中では、系は常に
2次転移の臨界点と似た性質を示す。パーコレーションにおいては、臨界相は無限個の無限大クラスタによっ
て特徴づけられる。本講演では（広義の）small-world networkの最も単純な例であるベーテ格子上でパー
コレーションを考え、クラスタサイズの有限サイズスケーリング解析によって「subextensiveに発散する
クラスタ」の数を議論する。 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



講演者一覧 
（各項目中 50 音順） !
トピック講義 
・青木高明（香川大学教育学部） 
・佐野幸恵（筑波大学システム情報系社会工学域）　 
・高口太朗（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 
・安田宗樹（山形大学大学院理工学研究科） 
・吉田悠一（国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系） !
チュートリアル 
・川本達郎（東京工業大学大学院総合理工学研究科） 
・橋本康弘（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 
・馬場雪乃（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 
・水高将吾（北海道大学大学院工学研究科） !
基調講演 
・増田直紀（ブリストル大学数理工学科） !
一般講演 
・笹井健行（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 
・シュパイデル玲雄（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 
・高邉賢史 (東京大学大学院総合文化研究科) 
・田村光太郎（東京工業大学総合理工学研究科知能システム科学専攻） 
・中嶋洋平（東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻） 
・成塚拓真（早稲田大学先進理工学研究科物理学及応用物理学専攻） 
・福嶋誠（国際電気通信基礎技術研究所（ATR）脳情報解析研究所） 
・藤原直哉（東京大学空間情報科学研究センター） 
・渡辺駿介（東京工業大学総合理工学研究科） !
ポスター発表 
・秋澤翔（奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科） 
・荒関仁志（日本大学大学院総合社会情報研究科） 
・安東弘泰（筑波大学 システム情報系社会工学域） 
・伊藤真利子（総合研究大学院大学先導科学研究科生命共生体進化学専攻） 
・羽刕勝紀（北海道大学理学院物性物理学専攻） 
・小林幹（東北大学原子分子材料科学高等研究機構） 
・小松啓太（北海道大学理学院物性物理学専攻） 
・篠田謙司（東京大学総合文化研究科 広域科学専攻） 
・神辺圭一（電気通信大学情報システム学研究科社会知能情報学専攻） 
・高口太朗（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 
・中井直人（北海道大学理学院物性物理学専攻） 
・中島千尋（東北大学原子分子材料科学高等研究機構） 
・永田基樹（東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻） 
・西遼佑（国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター） 
・能川知昭（東邦大学医学部医学科） 
・長谷川雄央（東北大学大学院情報科学研究科） 
・水野聖士（東北大学医学系研究科） 
・山内ゆかり（日本大学生産工学部数理情報工学科） 
・渡邉章友（北海道大学大学院工学院応用物理学専攻） 



交通・生協店舗案内 
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!!!!!!

会場：レストラン「萩」 
　　（片平キャンパス片平北門会館２F） 
時刻：19:00~ 
会費：4000円（初日の受付にてお支払いください） !
サマースクール会場からの移動 
「情報科学研究科西」より工学部・青葉通経由 
仙台駅行きバスに乗車 
「晩翠草堂前」下車、バス停より徒歩約10分 !

仙台駅からのアクセス（市営バス） 
西口バスターミナル９番のりばにて 
• 青葉通・工学部経由　宮教大・青葉台 (710系統) 
• 青葉通・工学部経由　宮教大・成田山 (713系統) 
• 青葉通・理・工学部・仙台城跡南経由 
動物公園循環（719系統） 

のいずれかに乗車し、「情報科学研究科前」下車 
（所要時間は約20分程度です） 
仙台駅発の時刻表： 
http://www.donto.co.jp/timetable/citybus/
bus_d_result.cgi?SW=90&TG=C&BSC=0050052 !
仙台駅方面への帰路（市営バス） 
「情報科学研究科西」より工学部・青葉通経由 
仙台駅行きに乗車 !
生協食堂・店舗 
工学部店舗： 
http://www.coop.org.tohoku.ac.jp/store/kogakubu/ 
理薬店舗： 
http://www.coop.org.tohoku.ac.jp/store/riyaku/ 
（昼食には、右地図に示された食堂が利用できます） 

懇親会案内

地図出典：http://www.is.tohoku.ac.jp/access/index.html

http://www.is.tohoku.ac.jp/access/index.html
http://www.donto.co.jp/timetable/citybus/bus_d_result.cgi?SW=90&TG=C&BSC=0050052
http://www.coop.org.tohoku.ac.jp/store/kogakubu/
http://www.coop.org.tohoku.ac.jp/stor
http://www.is.tohoku.ac.jp/access/index.html
http://www.donto.co.jp/timetable/citybus/bus_d_result.cgi?SW=90&TG=C&BSC=0050052
http://www.coop.org.tohoku.ac.jp/store/kogakubu/
http://www.coop.org.tohoku.ac.jp/stor


 !
東北大学における数学連携の取り組み 

!!
(1) 応用数学連携フォーラム（平成19年9月～） 

代表：尾畑伸明、副代表：小谷元子、事務局：数学連携推進室　 
http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~amf/ !

(2) CREST「離散幾何学から提案する新物質創成と物性発現の解明」 
（平成20～25年度、研究代表者：小谷元子） 
http://www.mathmate.tohoku.ac.jp/ !
科学技術振興機構CREST 研究領域「数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索」  
（領域総括：西浦廉政）  
http://www.math.jst.go.jp/ !

(3) 東北大学重点戦略支援プログラム「数学をコアとするスマート・イノベーション融合研究共通基盤
の構築と展開」（平成22～26年度、代表：尾畑伸明） 
http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~smart !

(4) 東北大学原子分子材料科学高等研究機構（WPI-AIMR）数学ユニット（平成23年度～）  
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/ !

(5) 東北大学大学院理学研究科数学専攻数学連携推進室（平成23年1月～） !
(6) 東北大学大学院情報科学研究科数学連携推進室（平成23年1月～） 

http://www.is.tohoku.ac.jp/introduction/cmru/ !
 

応用数学連携フォーラム（AMF）メンバー募集中！ !
数学は諸科学に共通する言語とも道具とも言われます。 
数学は実にさまざま研究分野でいろいろな形で使われています。!
応用数学連携フォーラムでは、数学と諸分野との連携に興味の 
ある研究者たちが気軽に情報交換したり、研究交流したりする 
ための場を提供しています。ちょっとのぞいてみたいという方 
は、随時開催しているワークショップなどはいかがでしょうか。!
院生や学部生の方も含めて、興味のある方はどなたでも自由に 
ご参加いただけます。事前登録等必要ありませんので、どうぞ 
お気軽にお越しください。詳しくはHPを見てくだい。 !
webpage: http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~amf/

http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~amf/
http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~amf/
http://www.mathmate.tohoku.ac.jp/
http://www.math.jst.go.jp/
http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~smart
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/
http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~amf/


JST ERATO 河原林巨大グラフプロジェクトのご紹介 
!
インターネットのWeb構造や、Facebook、Twitterなどのソーシャルネットワークに代表される
巨大なネットワークは、各々109（10億人）に近いユーザーが利用し、現代社会に欠かせない存
在となっています。これらのネットワークは年々急速に膨張し、近い将来には1010を超えるサイ
ズになると予想されています。 
　ネットワークの膨張に伴う情報量の増大はハードウェアの進歩を上回る速さで進んでおり、い
わゆる「ビッグデータ」の中でも特に巨大な、1010以上のサイズのネットワークに対しては、現
行のアルゴリズムでは実用的な速度で情報を解析することが不可能であり、高速アルゴリズムの
開発が急務となっています。 
　このような背景のもと、本プロジェクトでは、巨大なネットワークを膨大な点と辺の接続構造、
すなわち1010以上の頂点を持つ「巨大グラフ」として表現し、理論計算機科学や離散数学などに
おける最先端の数学的理論を駆使してそれを解析する、高速アルゴリズムの開発を目指します。 !!!!!!!!!!!!!!!!

（以上、公式ウェブページ http://bigdata.nii.ac.jp/wp/ より引用） 
 

研究総括：河原林健一（国立情報学研究所情報プリンシプル研究系教授） 
研究拠点：国立情報学研究所ビッグデータ数理国際研究センター 
　　　　　東北大学大学院情報科学研究科 
組織構成：グラフマイニング＆WEB＆AIグループ 
　　　　　複雑ネットワーク・地図グラフグループ 
　　　　　グラフ・ネットワークにおける理論と最適化グループ 
　　　　　ネットワーク・アルゴリズムグループ !
ウェブページ：http://bigdata.nii.ac.jp/wp/ 
Facebook ページ：https://www.facebook.com/erato.kawarabayashi

http://bigdata.nii.ac.jp/wp/
http://bigdata.nii.ac.jp/wp/
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