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　1．はじめに
　携帯電話のキャリア，コンピュータの OS，インター
ネットプロバイダ等といった製品やサービスを選択す
る時，多くの人は友人や職場の同僚など周りの人たち
の選択を参考にする．人々が参照し合う関係を表す社
会ネットワークの構造は，個人の選択に大きな影響を
及ぼす．そして，新製品や新たな行動様式などの選択
が社会に浸透していく様相において，社会ネット 

ワークが及ぼす影響を明らかにする研究が注目されて
いる［1,2,3］．
　Pintado［2］は，周囲の人々の選択結果を個人が観察し，
自分の利益を最大にする選択をするモデルを構築し，
社会ネットワークの次数とその分散がある程度大きい
とき，イノベーションなどの社会浸透が進むことを示
した．また，Watts［1］は，人々が周囲の選択割合に基
づき選択をするしきい値モデルとして社会浸透を定式
化した．そして，最初に起こる少数のノード（イノベー
タ）の状態変化が多数のノードに伝播するカスケード
現象の条件を，ネットワークの平均次数と各ノードが
持つしきい値の関係（カスケードウィンドウ）として求
めた．

　Watts［1］や Pintado［2］による伝播モデルは，外部性の
働く二者択一の選択（binary decision with externalities［4］）
モデルである．すなわち個人は，商品を購入する・し
ない，提案に賛成する・しない等のように意思決定を
する．このモデルは新規格の採用，国際条約の締結な
どの問題にも適用可能である．
　本稿では，特定の行動様式が普及する様相をカス
ケード現象として捉え，社会ネットワーク構造が及ぼ
す影響を明らかにする．これまで，社会ネットワーク
構造の特性を表す指標として，次数分布，平均距離，
クラスタ係数，次数相関などが用いられてきた［5,6］．
本稿では，ネットワークの隣接行列の最大固有値に注
目する．感染症モデルでは，最大固有値が大きいほど
伝播が起こり易いことが知られているが［7,8］，しきい
値モデルによるカスケード現象にどのような関係があ
るのかシミュレーション実験により検討する．そして，
隣接行列の最大固有値，初期採用者であるイノーベー
タの配置，イノベータの数の 3つが社会浸透に大きな
影響を及ぼすことを示す．
　以下，2節では本稿で扱う社会ネットワーク構造を
述べ，3節ではカスケード現象の定義と生起条件を示
す．4節では様々な社会ネットワーク上で伝播実験を
行い，イノーベータの配置と数によってカスケード現
象等の伝播の様相が大きく異なることを示す．5節で，
ネットワークの隣接行列の最大固有値とカスケード現
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象のとの関係を述べ，本稿をまとめる．

　2．社会ネットワーク
　人々が意見や行動を参照し合う関係を社会ネット
ワークとして表す．社会ネットワーク上では，個人は
ノードで表現され，相互作用の有無はリンクによって
表される．リンクについて，個人間の相互作用に方向
性がある場合と，双方向である場合とがあるが，本稿
では双方向性である場合を扱う．また，全てのノード
は連結されているとする．以下，様々な社会ネットワー
ク構造についてまとめ，本稿で着目するネットワーク
構造と隣接行列の最大固有値の関係について述べる．
　2.1　同質ネットワーク
　2.1.1　トーラスネットワーク
　トーラスネットワークは，図 1に示すように，格子
状のネットワークであり，全てのノードが同じ次数を
持つ．
　2.1.2　ランダムレギュラーネットワーク
　ランダムレギュラーネットワークは，全てのノード
が同じ次数を持つが，リンクの張り方はトーラスネッ
トワークのように規則的ではなく，図 1に示すように，
ランダムに張られる．
　2.2　ランダムネットワーク（ERモデル）
　Eröds-Rényi（ER）モデルはランダムネットワークを
作るネットワークモデルで，ノード間に接続確率 pに
基づいてリンクを張ることによりネットワークを生成
する．ERモデルによるランダムネットワークの例を
図 1に示す．
　2.3　スケールフリーネットワーク（BAモデル）
　小さな初期ネットワークに対し次数に比例した優先
的選択に基づくノードの追加により，ネットワークが
成長していく Balabasiらによるモデルである［9］．この
とき，次数分布は式（1）で表され，スケールフリー性
を持つネットワークが生成される．
　　

f (k) ∝ k−3  （1）

BAモデルによるスケールフリーネットワークの例を

図 1に示す．
　2.4　KNネットワーク
　KNモデル［8,10］は，ネットワークの隣接行列の最大
固有値を最大にするネットワーク生成モデルである．
KNモデルによるネットワークの次数分布は式（2）に示
すようにスケールフリー性を持つ．ただし，式（2）で，
pはネットワークの成長のために各タイムステップで
1つのノードと供に加えるリンクの数である．また，
インターネットと同様にハブノード同士が密に結合し
た高い Rich-club結合性［11］を持つ．

　　 f (k) =
(
1 +

1
2p + 1

)
k−(2+ 1

2p+1 )  （2）　

　3．カスケードモデル
　3.1 しきい値モデル
　しきい値モデルは，個人の選択における局所依存性
と正の外部性の下での伝播モデルとして定式化され 

る［1］．局所依存性とは，各ノードの状態変化は隣接す
るノードの状態のみに依存することであり，正の外部
性があるとは，各ノードが隣接するノードの状態と同
じ状態になる傾向があることである．
　社会ネットワーク上の各ノードは，0（採用しない）
か 1（採用する）の 2つの状態をとる．また，各ノード
は内部変数としてしきい値を持つ．各ノードは 1ス
テップ毎に隣接するノードの採用率と自分が持つしき
い値を比較し，式（3）のように，採用率がしきい値よ
りも大きければ状態を 0から 1に変化させる．ただし，
式（3）で， φiはノード iのしきい値を，diはノード iの
次数を，sijはノード iに隣接するノード jの状態とした．
各ノードの状態変化は非可逆で，状態が 1であるノー
ドが状態 0に戻ることはないとする．

　　φi ≤
∑

j si j

di

 （3）　

　式（3）から，ノードのしきい値 φiが一定のとき，次
数 diが小さいノードほど状態変化に必要な採用者の数
が少ないことになる．一方，次数 diが大きいノードで
は，状態が 1になるためにより多くの状態 1のノード
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図 1　各モデルによるネットワークの例
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が周りに必要である．
　本稿では，初期条件として全てのノードを同じ状態
0とし，設定した個数のノードを状態 1にする．そして，
状態 1であるノードがネットワーク全体に広がる様相
と社会ネットワークの関係を調べる．また，各ノード
は同じしきい値を持つとする．
　3.2 カスケード現象の定義と生起条件
　ネットワークのごく一部のノードに生じた 0から 1

への状態変化が，隣接するノードの状態を変化させ，
その新たな状態変化がさらに新たな状態変化をもたら
す場合を考える．こうした状態変化の連鎖よって，最
初に起こった状態変化が多数のノードに広がることを
カスケード現象と呼ぶ．
　カスケード現象の端緒として最初に状態が 1に変化
するノードはイノベータ，また周囲の状態変化に対し
て強い感受性を持つノードはアーリーアダプタとそれ
ぞれ呼ばれる．アーリーアダプタは隣接するノードの
1つが採用することで状態変化が起こる．アーリーア
ダプタとなるノードが持つ次数 kと各ノードが持つし
きい値 φiには式（4）のような関係がある．式（4）で各
ノードは同じしきい値φを持つとした．

　　 k ≤ �1/φ� （4）　

　アーリーアダプタが孤立してある場合，イノベータ
による状態の伝播の影響はその周辺ノードにとどまる
が，十分なサイズのクラスターとしてある場合には伝
播の影響がネットワーク全体に広がり，カスケード現
象が起こる．
　各ノードの次数が kとなる確率は確率密度分布 pkに
従い，次数 kを持つノードがアーリーアダプタになる
確率 ρk とすると，あるノードの次数が kでかつアー
リーアダプタとなる確率は ρk pkとなる．ここで，アー
リーアダプタのクラスターがネットワーク全体に対し
てカスケード現象が起こるほど十分に大きいかどうか
を調べるために，パーコレーションの解析で用いられ
る母関数を用いる．各ノードが全て同じしきい値φ を
持つ場合，アーリーアダプタの次数に関する母関数は

式（5）のようになる．

　　G0(x) =
∞∑

k=0

ρk pk xk  （5）　

ρk =

{
1 k ≤ �1/φ�
0 k > �1/φ�  

式（5）を用いて，アーリーアダプタの平均クラスタサ
イズ 〈n〉 は式（6）として求まる．ただし，式（6）で zは
ネットワークの平均次数，zearlyはアーリーアダプタの
平均次数である．

　　 〈n〉 = 1 +
zzearly

z −G′′0 (1)  （6）　

　式（6）は，式（7）が成り立つとき発散する．

　　G′′0 (1) =
∞∑

k=0

k(k − 1)ρk pk = z  （7）　

　したがって，式（7）が成立するとき，ネットワーク
全体にイノベータの影響が広がる．一方でG′′0 (1) < zの
ときは，アーリーアダプタのクラスタサイズは大きく
なく，イノベータの状態変化の影響は限定的で，カス
ケード現象は生じない．したがって，式（7）はカスケー
ド現象が起こるかどうかの境界条件である．
　3.3　ハブノードと隣接行列の最大固有値
　式（4）より，次数が大きいハブノードの存在とその
繋がり方がカスケード現象に大きな影響を及ぼす．ハ
ブノードが状態変化が起こりにくい他のハブノードと
繋がっている場合，ハブノードの変化はさらに起こり
にくくなる．このとき，一部のイノベータによる状態
変化がネットワーク全体に広まることはなく，カス
ケードは起こらない．
　ネットワークの隣接行列の最大固有値は，ハブノー
ド同士がどの程度密に繋がっているかを示す一つの特
徴量である［8,12］．ハブノード同士が密に繋がった KN

ネットワークは，BAモデルによるネットワークと同
様に次数分布はべき則に従うが，BAモデルによるネッ
トワークよりも大きい最大固有値 λmax(AKN) を持つ 

（表 1）．このように，ネットワークの持つノード数や
リンク数が同じであっても，その構造によって最大固
有値は異なる．
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ネットワーク Torus Random Regular ER BA KN
ノード数 3000 3000 3000 3000 3000
平均次数 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

次数の2 乗平均 0 0 19.8 49.6 158.9
平均距離 77.5 6.6 6.0 9.1 3.8
クラスタ係数 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10
最大固有値 4 4 5.2 12.4 32.9

表 1　各ネットワークの特徴量
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　一般に最大固有値 λmax(A)は，ノード数を N，リンク
数 Lが与えられたとき次の範囲の値をとることが知ら
れている［13］．

　　 〈k〉 ≤ λmax(A) ≤
√

2L − N + 1  （8）　

ここで， 〈k〉 は平均次数である．左側の等号が成立す
るのは全てのノードが同じ数のリンクを持つ同質的な
ネットワークの場合で，右側の等号が成立するのは，
ネットワークが完全グラフの場合である．

　4．シミュレーション実験
　本節では，カスケード現象のシミュレーション実験
を行う．はじめに，各ネットワークの下でイノベータ
をネットワークから無作為に選んだ場合（ランダムに
選択した場合）とハブノードを選んだ場合（次数の大き
い順で選択した場合）でカスケードウィンドウを求め
比較する．次に，イノベータの配置（ランダム・次数
の大きい順）とその数を変化させたときのカスケード
の大きさの変化を調べる．これにより，ネットワーク
間でのカスケード現象の起こりやすさ（カスケード
ウィンドウ）とイノベータの配置・数の関係を調べ，
カスケード現象に及ぼす影響を明らかにする．
　4.1　シミュレーション設定（イノベータの配置と数）
　新製品の普及に関する従来研究では，イノベータに
よる先駆け的な選択がネットワーク全体に伝播する現
象は 2ステップフロー（two-step flow）としてモデル化
された［14］．つまり，マスメディアからオピニオンリー
ダーへ，オピニオンリーダーからフォロワーへと普及
が進むとした．この場合，イノベータはマスメディア
であり，次数の大きいハブノードである．一方で，
Wattsらは平均的な次数を持つノードがイノベータで
あっても，カスケード現象が起こることを示した［15］．
また，Wattsや Lopezらによる検討では，平均場近似
による解析を用いるために，各ノードに隣接しうるイ
ノベータの数が最大１人となるように，ネットワーク
のノード数に対して十分に小さい数（1人～数人）のイ
ノベータを設定しカスケードの初期条件とした［1,2,15］．
しかし，イノベータがハブノードである場合とそうで
ない場合とでカスケードウィンドウにどのような影響
があるのか，また，イノベータの数の増加にどのよう
な効果があるのかといった検討は行われていない．
　一般には，最初に採用するイノベータがハブノード
である方がカスケード伝播に最も効果的であることが
予想される．そこで，本稿では，イノベータの配置を
ランダムな場合と次数の大きい順（ハブノードを選択）

で設定した場合の 2つにおいて，イノベータの数を
ノード数の 0%から 10%の範囲で変化させてカスケー
ドウィンドウに及ぼすネットワーク構造の影響を調べ
る．
　4.2　結果（1）：カスケード現象の生起条件
　各ネットワーク上で少数のイノベータによってカス
ケード現象が起こる条件を求め比較する．本稿で扱う
全てのネットワークのノード数は，N＝3000とする．
　4.2.1　 イノベータの初期配置をランダムに選択し

た場合
　各ネットワークについてカスケード現象が起こる理
論的境界条件（平均次数 zとしきい値φ の関係）を図 2

36

図 2　 カスケード現象の生起条件（理論値とシミュレーション
結果）：（a）ランダムネットワーク（実線，×），BA モデ
ル（長破線，□），KNモデル（短破線，◦），各直線は
理論値，各点はシミュレーション結果を表す．(b) ラン
ダムネットワーク（＊），BAモデル（■），KN モデル（•）
を表す．また，zはネットワークの平均次数，φ はノー
ドのしきい値（全てのノードは同じしきい値を持つ）で
ある．
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（a）に示す．また，平均次数 z = (2, 4, · · · , 14)を変化さ
せた各ネットワーク上に，初期に状態を 1にするノー
ド（イノベータ）を社会ネットワークのノード数 Nの
0.2%(= 6)人ランダムに配置し，各条件で 200回シミュ
レーション実験を行って求めたカスケードが生じる境
界条件を図 2（a）に重ねてプロットした．ただし，トー
ラスネットワークとランダムレギュラーネットワーク
については自明であるので省略した．
　図 2（a）で，直線で囲まれた領域の内側と外側は，そ
れぞれカスケード現象が生じる領域（カスケードウィ
ンドウ）とそうでない領域に対応する．ノード数が有
限であるため，理論値とシミュレーション結果にずれ
が生じているが，ノードが持つしきい値とネットワー
クの平均次数がカスケード現象が起こる条件に与える
影響を確認することができる．また，KNモデルによ
るネットワークは，感染モデルにおいて伝播が最も起
こりやすいネットワークであるが［10］，しきい値モデル
の下でカスケード現象が起こる領域のサイズは最も小
さく，カスケード伝播が最も起こりにくいことがわ
かった．
　4.2.2　 イノベータの初期配置を次数の大きい順で

選択した場合
　次に，イノベータがノードの次数の大きい順（ハブ
ノード）に設定される場合について調べる．図 2（b）は
イノベータの数を前節と同じく社会ネットワークの
ノード数 Nの 0.2%(= 6)人に固定し，初期配置を次数
が大きいノードから順（次数の大きい順）に設定した場
合について，カスケード現象が生じる境界条件をシ
ミュレーション実験から求めプロットしたものであ
る．ただし，前節と同様にトーラスネットワークとラ
ンダムレギュラーネットワークについては省略した．
　初期配置を次数の大きい順で設定した場合，いずれ
の伝播ネットワークの場合でもカスケードウィンドウ
の大きさが広がることが図 2（a）のシミュレーション結
果と比較することでわかる．これは高い次数を持つ
ノードをイノベータとすることで，イノベータの影響
を直接受けるノードの数が増加したことによる．ハブ
ノードをイノベータとすると，ハブノードが持つ影響
力は大きく，カスケードウィンドウを拡大する方向に
作用することがわかる．
　4.3　 結果（2）：イノベータの初期配置と数が及ぼす

影響
　各ノードが持つしきい値を増加させていくと，前述
したようにある値を境にしてカスケード現象が観測さ
れなくなる．このように伝播が起こりにくい領域で，

イノベータの数を変化させることによって伝播率（状
態が 1であるノードの割合）はどのように変化するの
であろうか ?　そこで，各ネットワークについて平均
次数が 4，各初期配置（ランダム・次数の大きい順）の
とき，ノードが持つしきい値φを［0,1］，またイノベー
タの数の全ノード数に対する割合 mを［0,0.10］の範囲
で変化させ，伝播したノードの割合（伝播率）f (m, φ)を
シミュレーション実験により求めた．なお実験結果は
各条件で 200回シミュレーション実験を行った結果で
ある．表 1に，各ネットワークの特徴量を示す．
　4.3.1　同質ネットワーク
　トーラスネットワークとランダムレギュラーネット
ワークは，全てのノードが同じ次数を持つためノード
を次数で区別せず，ランダムにイノベータを配置した
結果を図 3に示す．いずれのネットワークの場合でも
しきい値 0.25を境にして，伝播がネットワーク全体
に広がる領域とほとんど広がらない領域に分かれる．
しかし，トーラスネットワークの場合，イノベータ数
を増やすことによって，しきい値 0.5以下の範囲で伝
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図 3　 同質なネットワークにおいてイノベータ数としきい値
がカスケードサイズに及ぼす影響： φ はしきい値，m
はイノベータの割合，f（m, φ ）は伝播したノードの割合 
（伝播率）を表す．
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播率が 0.5以上となっている．
　各ノードのしきい値が 0.25より大きいとき，カス
ケード伝播が広がるためには，1つのノードの周りに
2つ以上の状態が 1のノードが必要である．こうした
状況が，トーラスネットワークではイノベータ数の増
加とともに，ランダムレギュラーよりも起こりやすい
ことがわかる．
　4.3.2　ランダムネットワーク
　図 4は，ランダムネットワークにおけるシミュレー
ション結果を示す．多くの実験条件でイノベータの数
や初期配置に関係なく，ランダムネットワーク上での
伝播は，あるしきい値を境にして広がるか広がらない
かという二者択一の現象である．しきい値 φ＝0.25を
境にして，φ < 0.25ならば伝播がネットワークに全体
に起こり，φ < 0.25ならば伝播はほとんど起こらない．
したがって，ランダムネットワーク上において，効率
的な伝播を行うには，イノベータの数を増やすよりも，
ノードが持つ閾値を小さくすることが重要であること
がわかる．

　4.3.3　スケールフリーネットワーク（BAモデル）
　スケールフリーネットワークの場合においても，ラ
ンダムネットワークと同様に，伝播効率はイノベータ
の数によって変化しないが，初期配置を次数の大きい
順にすることによって，広く伝播が起こる（ f (m, φ) � 1）
しきい値の範囲が増える．図 5はスケールフリーネッ
トワークにおけるシミュレーション結果を示す．次数
の大きい順でイノベータを配置することにより，伝播
が起こるしきい値が φ＝0.25から約 2倍の φ＝0.5に
なっている．したがって，BAモデルによるスケール
フリーネットワーク上で効率的な伝播を行うには，イ
ノベータの数よりも初期配置が大変重要であることが
わかる．
　4.3.4　KNモデルによるネットワーク
　KNモデルによるネットワークは，BAモデルによ
るネットワークと同じようにスケールフリー性があ
り，Susceptible Infected Susceptible （SIS）モデル等の確
率モデルよる伝播において伝播効率が他のネットワー
クよりも高いことがわかっている［8］．図 6は KNモデ
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図 4　 ランダムネットワークにおいてイノベータ数としきい
値がカスケードサイズに及ぼす影響：φ はしきい値，m
はイノベータの割合，f（m, φ ）は伝播したノードの割合
（伝播率）を表す．

図 5　 スケールフリー（BAモデル）ネットワークにおいてイノ
ベータ数としきい値がカスケードサイズに及ぼす影響：
φ はしきい値，mはイノベータの割合，f（m, φ ）は伝播
したノードの割合（伝播率）を表す．
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ルによるネットワークにおけるシミュレーション結果
を示す．イノベータの初期配置がランダムである場合，
他のネットワーク構造と異なり，イノベータ数の増加
が伝播が起こる領域の拡大に効果的であることがわか
る．一方で，初期配置を次数の大きい順とすると，伝
播の起こる領域が大きく広がるのは BAモデルによる
スケールフリーネットワークの場合と同じであるが，
BAモデルにおけるしきい値の境界値 0.5を超えても
伝播率は 0にはならず，イノベータの数ともにゆるや
かに増加するのがわかる．したがって，KNモデルに
よるネットワーク上で効率的な伝播を行うには，初期
配置に加えて，イノベータの数も重要であることがわ
かる．

　5．考察とまとめ
　たとえ性能などが優れたイノベーションでも，すぐ
に普及するケースとなかなか普及しないケースがある
ことが知られている．本稿では，普及の様相をカスケー
ド現象として捉え，イノベータの配置や数といった初

期条件及びネットワークの隣接行列の最大固有値（伝
播経路特性）の違いによる結果として求めた．イノベー
タの配置がランダムである場合について，Pintadoは
ネットワークの次数分散が大きすぎると社会浸透が起
こりにくいという結果［2］を示しているが，ランダム
ネットワーク以外で実際に検証されておらず，また最
大固有値とカスケード現象の関係について述べていな
い．さらに，Watts［1］や Pintado［2］は，ハブノードがイ
ノベータとして選択された場合の影響を様々なネット
ワーク構造について比較・検討していない．
　本稿では，しきい値モデルの下，一部のノード（イ
ノベータ）に生じた状態変化がネットワークを介して
全てのノードに広がる様相について，理論的解析とシ
ミュレーション実験によって調べた．特に，これまで
の研究と異なり，ネットワークの隣接行列の最大固有
値に着目した．そして，最大固有値が最も小さい同質
ネットワーク，ランダムネットワーク，スケールフリー
ネットワーク，そして最大固有値を最大にする KN

ネットワーク等の様々なネットワークにおいて，初期
採用者であるイノベータの配置と数を変えながら，カ
スケード現象の広まりに及ぼす影響について分析し
た．
　その結果，同じネットワーク構造であっても，イノ
ベータの配置と数によって，カスケードが広く浸透す
る場合とそうでない場合があることがわかった．特に，
ハブノードがイノベータとして選択される場合，最大
固有値が大きいネットワークほど，社会浸透が起き易
い．一方で，イノベータをランダムに選択する場合，
反対に最大固有値が大きいネットワークほどカスケー
ド現象が起こりにくいことがわかった．また，KN 

ネットワークにおいて，イノベータの数の増加はカス
ケードウィンドウの拡大に効果があることがわかっ
た．
　今後の課題は，社会ネットワーク構造やイノベータ
の配置・数を現実のカスケード現象から設定するなど
実際的な条件下で行ったシミュレーション結果と本稿
での結果との比較．また，本稿ではカスケード現象の
定常状態に着目して分析を行ったが，カスケード現象
の収束時間など定常状態に至るまでの遷移状態に着目
してその特性を明らかにすることである．
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