
分権型ネットワークの創発的特性
防衛大学校 ○岩永佐織，生天目章

Evolutionary Properties of a Decentralized Network
Saori Iwanaga , Akira Namatame

National Defense Academy

Abstract: In this research, we investigate the collective decision and analyze its emergent properties. We
investigate the relation between each agent's rational decision (micro behavior) and the collective
decision (macro behavior) as the nonlinear dynamics. And we investigate interactions of heterogeneous
agents. We also provided Micro-Macro Dynamics. We model the decision-making problems of agents
with selfish-motivations. We classify rational decisions of agents into several categories according to their
personal attributes. We investigated agent's rational decision produced the macro behavior and some
unanticipated results.
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１．はじめに
性能や価格などにあまり差のない複数の製
品が売り出されたとき，ある製品だけが圧倒
的に売れ他の製品は市場から完全に淘汰され
てしまうことがある．また，有権者の支持率
が拮抗し接戦が予想された選挙戦において，
ある者が圧倒的な勝利を収めることがある．
社会が異なる嗜好や価値観を持つ人々で構成
されているのにも関わらず，人々の意見や行
動などがある特定のものに集中してしまう現
象を，バンドワゴン効果(bandwagon effect)と
言う．このような現象が，どのようなメカニ
ズムによって生まれるのかを考えることにす
る．
Fig.1 に示すように，集団を構成する主体
は，それぞれに価値観や好みを持ち目的を追
求し利益を最大限にしようと意思を持って行
動する．主体の目的は，集団全体の雰囲気や
潜在的な集団特性から影響を受ける．一方で，
集団を構成する各主体の判断や行動が，集団
全体の雰囲気や特性を醸成している．また，
主体は自らの判断に先立ち，周りの者はどの
ように考えているのか，あるいはどのような
意見が主流なのかを見極める．
本研究では，集団全体の傾向，あるいは，
その集団で主流となることが潜在力となって，
個人の合理的な意思決定にどのような影響を

与えるかについて，明らかにしていく．
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Fig.1 Collective behavior with micromotives

２．大規模で異質な相互作用モデル
ここでは，Ｎ人の主体で構成される集団

}1:{ NiAG i ≤≤= において，ある新しい技術
方式を採用すべきか否かの検討が行われてい
る状況を考える．各主体は，集団全体での動
向を考慮しながら，あるいは周りから圧力を
受けながら，新方式を採用することに賛成，
あるいは反対かの意思表示をすることになる．
すなわち，自らの選好に基づく意見を通そう
とする意思と，そのことで周りから孤立する
ことを避けたいとする，相対峙した二つの心
理的な働きの間での葛藤を抱えながら，総合
的に判断することになる．また，集団全体の
動向が変わったことを察知することで，一度
決心したことを後になって変更することもあ
り得る．
ここで，各主体の選択肢は，



選択肢 S１：賛成する．選択肢 S2：反対する．
の二つである．ある時刻において，集団全体
で賛成する人の割合を )(tp ，反対する人の割
合を )(1 tp− で表し，それぞれの選択肢を選択
した場合の主体 iAの効用を )( 1SU i ， )( 2SU i と
する．
  ここでは，提案されている二つの相互作用
モデルについて述べる．[1]
(1) しきい値モデル
  個人のしきい値は，選択肢 S１を選択するこ
とによって得られる利得がコストを上回る点
を表わしている．そのしきい値は，集団の内
どの程度選択肢 S１をとる主体が存在するかに
依存している．しきい値は，選択肢 S１をとっ
ている人の割合で定義される．集団における
しきい値の分布から集団の動向を予測できる．
各人は選択肢 S１をとる人の割合を見て，選択
肢 S１をとるかどうかを決める．例えば，選択
肢 S１をとる主体の割合が増えると，選択肢 S
１を選択するコストが減少する．これは，多
くの人が選択肢 S１をとることによって，その
リスクが減少するからである．ある時刻 t に
おいて，しきい値が )(tp 以下となる主体が集
団中に占める割合を ))(( tpF とおくと，これは，
選択肢 S１をとっている人の割合を表わしてい
る．次の時刻 t+1で選択肢 S１をとる人の割合
は，次式で表わされる．

))(()1( tpFtp =+                  (1)
Fig.2 で表わせるように，集合的な意思決定
の特性を特徴づけることができる．その均衡
点は，次の方程式の解として求まる．

)( ** pFp = 　　　　　                (2)
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Fig.2 The convergence and the properties of
collective decision

(2) RD(Replicater Dynamics)
  より優れた戦略はそれだけ多く残り，そう

でない戦略は淘汰されるというダイナミック
スを考える．ある時刻 t において，集団全体
の平均利得より多い利得を獲得できた戦略は，
次の時刻 t+1 ではそれに比例して多くなる．
それぞれの選択肢を選択した主体 iAの利得関
係(効用)を，Fig.3 の利得行列で与える．そ
れぞれの選択肢を選択した場合の主体 iAの期
待効用は次式で求まる．
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集団の平均利得をÛ とすると，次の時刻で選
択肢 S１をとる人の割合は，次式で表わされ
る．
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したがって次のような方程式を与えることが
できる．

U
USU

tptp i

ˆ
ˆ)(

)()( 1 −
=&              (6)

この動的方程式を RD(Replicater Dynamics)と
呼ぶ．
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３．Micro-Macro Dynamics（MMD モデル）
  前述のしきい値モデルは，集団全体の雰囲
気（しきい値の分布）から集団の動向を導き
出すのに有効である．また，RD モデルは，集
団を構成する主体のそれぞれの価値観や好み
を用いて，集団の動向に関連づけている．
さらにここでは，集団の雰囲気を用いて主体
のミクロな行動と集団のマクロな行動を関連
づける手法を提案する．これにより，ミクロ
な動機を持った個人が個々に合理的な判断を



し，そのことで集団全体の傾向を作り出し，
また，各主体も全体の傾向に影響されること
を表現している．
 (1) 個人の動作
  Fig2 の利得行列を使うと，各選択肢をとっ
た場合の主体 iAの期待効用は同じく(3)式で
与えられる．主体 iA は，合理的な判断におい
て，どちらの選択肢をとると効用が大きいか
考え，次のように与えられる．

)()( 21 SUSU ii ≥ ならば，賛成する．
)()( 21 SUSU ii < ならば，反対する  （7）

ここで，しきい値を
)/()( 324124

iiiiii UUUUUU −−+−≡θ と定義すると，
(7)式は次のようになる．

θ≥)(tp ならば，賛成する．
θ<)(tp ならば，反対する．        (8)

(2) 集団の動向
  個々の構成要素には存在しない新しい性質
が全体として生まれること，あるいは個人の
集まり以上の働きが全体として生まれること
を，創発性(emergence)と言う．ここでは，集
合的な意思決定を求め，個人の意思決定の集
合体に，そのような創発的な性質が生まれる
ことを示す．集団において，しきい値θを持
つ主体の数を， )(θn で表す．それを，集団の
規模 N で割った Nn /)(θ を，集団のしきい値
の分布関数と呼ぶ．すると，その集団におい
て，しきい値がθ以下となる主体が占める割
合は，

　　　　F n
i

i( ) ( )θ θ
θ θ

= ∑
≤

　　　　　　　　  （9）
で与えられる． )(θF を，しきい値の累積関数
と呼ぶ．ある時刻 t において，賛成する人の
割合を )(tp で表す．各主体は，(8)式で求めた
ルールに基づき個々に合理的な判断をするこ
とから，時刻 tにおいて，しきい値が )(tp 以
下となる主体は賛成することになる．すなわ
ち， θ≥)(tp の条件を満たすしきい値を持つ主
体は，次の時刻では賛成派に回ることになる．
賛成する人の割合が )(tp の下で，実際に賛成
する主体の割合は ))(( tpF で与えられるので，
次の時刻 1+t で賛成する人の割合 )1( +tp は，

))(( tpF で与えられる．このことから，集団全

体で賛成する人の占める割合 )(tp は，(1)式と
同じ方程式に基づき動的に推移することにな
る．
　 　　　　 ))(()1( tpFtp =+    　        (1)
賛成または反対する人の割合は絶えず変化す
るが，(2)式の均衡点によって，集合的な意
思決定の特性を特徴づけることができる．
　　　 　　 )( ** pFp = 　　　　　         (2)

４．集合行為の創発的特性
  ここで，

iiiU βα +=1 ,
iiU α=2 , 03 =iU ,

iiU β=4 と
おき，主体 iAの利得関係(効用)を二つのパラ
メータによって表す．それらのパラメータ値
は，各主体によって異なり，主体 iAの選択肢
に対する選好度をα i ( )− ≤ ≤1 1α i ，主流派の一
員であることの望ましさ（あるいは孤立する
ことへの恐れ）の強さをβ i ( )0 1< ≤β i で表す．
これらのパラメータのとる値によって，次の
ような解釈ができる．もしα i > 0ならば新方
式の採用に賛成，逆にα i < 0ならば反対の意
見の持ち主であることを表す．また，α iの絶
対値の大きさによって賛成または反対の意思
の強さを表す．一方，β iが０に近ければ，集
団の主流派の一員であることの願望は弱く
（あるいは孤立することを恐れない），１に
近ければ，その願望が強い（孤立することを
強く恐れる）ことを表す．
(1)式から，期待効用は次式で表わされる．

U S p pi i i( ) ( ) ( )1 1= + + −α β α
U S p i( ) ( )2 1= − β　 　　　　        (7)

2/)/1( ii βαθ −≡ とおけるので，主体Aiの合理
的な判断は，(3)式と同じく与えられる．

θ≥)(tp ならば，賛成する．
θ<)(tp ならば，反対する．        (8)

　ここで，各主体の合理的な判断ルールの例
を Fig.4 に示す．
横軸は，個人属性であるパラメータの比

ii βα / を表わし，縦軸は，集団全体で賛成す
る人の割合 )(tp を表わす．それぞれのしきい
値が

Aθ ， Bθ である主体 A と主体 B について
考える．個人属性の比

ii βα / が負の領域にあ
る（α i < 0）主体 A は，もともとは新方式の



採用には，反対意見の持ち主であり，
ii βα /

が正の領域にある（α i > 0）主体 B は，もと
もとは賛成意見の持ち主である．集団全体の
動向を表わすマクロ情報が 1)( ptp = の場合，
主体 A はしきい値

Aθ が 1p より大きいので(8)
式に基づいて反対し，主体 Bはしきい値

Bθ が

1p より小さいので賛成する．しかし， )(tp が

2p まで上がると，両者とも賛成する．主体 A
は，もともと反対意見であったが，自分は孤
立するという心理が強く働き，自分の本心を
曲げ，賛成派に回ることになる．また， )(tp
が 3p まで低下すると，両者とも反対する．こ
こでは，主体Ｂが自分の本心を曲げ反対派に
回る．
  これらのことから，各主体の合理的な判断
は，彼らの選考における優位度だけでなく，
集団において賛成する人の割合 )(tp に左右さ
れることがわかる．
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Fig.4 The characterization of the rational decision rule
of each agent

各主体が，最終的にどのように判断するかは，
選択肢の優位度（ iα ）によるのではなく，集
団の中で孤立することへの恐れの強さ（β i）
との相対比（

ii βα / ）によって決定される．
主体 iAの個人属性を表すパラメータα iとβ iは，
− ≤ ≤ ≤ ≤1 1 0 1α βi i, の範囲の値をとるとした．
これらのパラメータの組合せから，各主体を
次の三つのタイプに分類することができる．
[タイプ１：賛成派のハードコア] 主体の個人
属性を表すパラメータがβ αi i< である場合，
選択肢Ｓ1（賛成）を支持する人が一人もいな
くても，主体Aiは選択肢Ｓ1（賛成）を選択す
る．このような主体を，賛成派のハードコア

と呼ぶことにする．
[タイプ２：反対派のハードコア] 主体の個人
属性を表すパラメータがβ αi i< − である場合，
選択肢Ｓ２（反対）を支持する人が一人もい
なくても，主体Aiは選択肢Ｓ２（反対）を選
択する．このような主体を，反対派のハード
コアと呼ぶことにする．
[タイプ３：状況依存型]  主体の個人属性を
表すパラメータがα βi i< である場合，集団全
体の動向によって，自らの合理的判断が変わ
る．このような個人属性を持つ人たちを，状
況依存型あるいは日和見主義者と呼ぶことに
する．
個人属性( , )α βi i の組合わせによって分類した
各主体のタイプを Fig.5 に示す．
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Fig.5: Classification of agent types from their personal
characteristics

次に，しきい値の分布関数によって集団の
多様性を特徴づけ，集団の多様性と集合的な
意思決定との関係について明らかにする．
(1) 日和見型集団の特性
  まず，日和見主義者が存在する集団の集合
的な意思決定を求め，その特徴について明ら
かにする．しきい値が０以下あるいは１以上
である者が存在しないのが，日和見型集団で
ある．しきい値の分布関数の例を Fig6(a)に
示す．ここで，横軸はしきい値θ，縦軸はし
きい値θを持つ主体の数 )(θn を集団の規模 N
で割った Nn /)(θ を表している．このしきい値
の分布関数を持つ集団は，中間的なしきい値
の主体によって占められている．しきい値の
累積関数 )(θF を，Fig6(b)に示すその横軸は，
賛成する人の割合 )(tp ，縦軸は，マクロ情報

)(tp の下で賛成する人の割合である ))(( tpF を
表している．(6)式を満足する均衡点は，累積



関数 ))(( tpF が 45度線と交わる点として求ま
り，このケースでは，三つの均衡点が存在す
る．均衡点 E1は， )(tp がゼロになる均衡点，
すなわち全員が反対をするような均衡点を表
す．一方， 均衡点 E3は， )(tp は１で均衡し，
全員が賛成をして均衡をする点を表す．また，
均衡点 E2では，賛成派と反対派が二分される
均衡状態を表している．これら三つの均衡点
の中で，E2は不安定な均衡点で， )(tp は，両
端の均衡点 E1または E3のいずれかに収束す
る．いずれの均衡点に収束するかは，最初の
段階で賛成する人の割合に依存して決定され
る．初期状態 )0(p が，均衡点 E2よりも大きい
場合には，均衡点 E3に収束し，それより小さ
い場合は，均衡点 E1に収束することが分かる．
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Fig.6(b) The convergence and the                              
properties of collective decision

 (2) ハードコア型集団の特性
  次に，ハードコアの存在する集団の集合的
な意思決定を求め，その特徴について明らか
にする．Fig7(a)に示すような，しきい値が
０以下の賛成派のハードコアが比較的多く存
在する集団を考える．Fig7(b)にそのしきい
値の累積関数を示すが，均衡点は一つで，そ
の均衡点では 1)( =tp となり，全員が賛成する．
また，初期値に依存しないで，その均衡点 E3

に収束することも分かる．次に，Fig8(a)に
示すように，しきい値が１以上の反対派のハ

ードコアが存在する集団を考える．しきい値
の累積関数を，Fig8(b)に示す．この場合も，
均衡点は一つで，その均衡点では 0)( =tp とな
り，全員が反対する．また，初期値に依存し
ないで，必ずその均衡点 E1に収束する．
さらに，賛成派のハードコアと反対派のハ
ードコア，そして日和見主義者が，ほぼ同じ
割合で存在している集団について考える．こ
のケースは Fig9(a)に示すようなしきい値分
布で表わされ，Fig9(b)にそのしきい値の累
積関数を示す．ここでは，二つの均衡点が存
在する．均衡点 E2では，賛成派と反対派が二
分される均衡状態を表している．均衡点 E3は，

)(tp は１で均衡し，全員が賛成をして均衡を
する点を表す．これら二つの均衡点のうち，
E3は不安定な均衡点で， )(tp は均衡点 E2に収
束する．
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(3) ハードコアの果たす役割
それでは，ハードコアの果たす役割とは，
一体何だろうか．日和見主義者だけの集団で
は，初期状態によって，両極端の均衡点に収
束するのに対し，ハードコアが加わることで，
初期状態に依存することなく，どちらかの均
衡点に収束する．賛成派のハードコアが存在
する集団は全員が賛成，反対派のハードコア
が存在する集団は全員が反対する均衡点に収
束する．このことから，ハードコアの人は，
集団の意見を特定の方向に誘導する役割を果
すことが分かる．また，たとえ最初の段階で
集団全体の意見が，大きく分かれていたとし
ても，やがて安定した均衡点に収束していく．
外部からの情報操作などが受けにくい，安定
した集団であると言える．

(4)  日和見主義者の果たす役割
　Fig10(a)のようにハードコア型集団に，
より多くの日和見主義者を加わることで，こ
の集団には，四つの均衡点が存在し，初期値
によって三つの均衡点 E1，E4，そして E5のい
ずれかに収束する．このように，日和見主義
者が加わることで，均衡点が増える．また，
初期値によって，どの均衡点に収束するのか
分からなくなることから，日和見主義者は，
ハードコアと比較すると，不安定分子である
とも言える．

Fig.10(a) The distribution pattern of threshold θ

Fig.10(b) The convergence and the               
properties of collective decision

５．結論
本稿において，主体の合理的な判断（ミクロ
な行動）と集団の動向（マクロな行動）の関
係を特徴するために MMD を用いた手法を提
案した．また，主体の構成が異なる集団の動
向について分析し，主体の合理的な判断が集
団の動向を作り出し，予測されない結果を生
むことが得られた．
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