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あらまし 実世界には，複雑なネットワークを構成するシステムが多数存在する．例えば，通信網や電力網のような

工学的ネットワーク，神経回路網や細胞シグナル伝達系のような生物学的ネットワーク，人間関係や SNSのような社

会的ネットワークなどである．こうしたネットワークは，情報やモノの効率的伝達を実現するために適応的に成長し，

複雑なつながりをもつようになったと考えられる．一方，つながりを持っていると，故障やウイルスなどの好ましく

ない事象も広まりやすく，局所的ダメージが大きく波及して，全体が機能停止に陥るというリスクがある．これまで

複雑ネットワーク理論では，故障や攻撃に対するネットワークの頑強性を論じるため，いくつかの数理的枠組みが提

案されてきた．本稿では，代表的な枠組みを概観した後，複雑ネットワーク上の動的活動の頑強性を論じるための枠

組みである，ネットワーク動的頑強性の研究について紹介する．
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Abstract There are many systems regarded as complex networks in the real world, including engineering net-

works such as communication and power networks, biological networks such as neural networks and cell signaling

pathways, and social networks such as human relationship and SNS. These networks developed to possess complex

topology for achieving efficient transmission of information and transportation of things. On the other hand, in

these networks, unfavorable things such as failures and viruses can also widely spread over the whole network. There

is a risk that local failure events cause a breakdown of the whole system. So far, several mathematical frameworks

have been proposed to study network robustness against failures and attacks. In this invited talk, after providing

an overview of representative frameworks, I will mainly introduce the framework called “dynamical robustness of

complex networks” for analyzing failure tolerance of dynamical behavior on complex networks.
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1. ま え が き

孤立していたものどうしが，互いに相互作用してネットワー

クを構成するのは，情報，エネルギー，物質等を効率的に伝達・

輸送できるという利点があるからであろう．一般に，はじめは

小規模なネットワークが形成され，それがさらなる利便性・機

能性の向上のために適応的に発展して，大規模なネットワーク

へと成長する．ネットワーク化の恩恵は大きいが，ひとたび大

規模なネットワークが形成され相互依存関係が確立されると，

局所的なダメージや好ましくない事象も大きく波及して大規模

な機能障害をもたらすというリスクが生まれる．例えば，通信

網における大規模通信障害，電力網における大規模停電，人の

接触関係ネットワークにおける伝染病の大流行，生体網におけ

る機能不全や疾病などである．ネットワーク全体の機能の頑強

性（ロバストネス）を維持するためには，このようなリスクを

認識し，リスクを軽減するための予防対策を講じることが必要

である．また，たとえ上述のような大規模な機能障害が起きて

も，迅速に正常機能を復旧するための回復力（レジリエンス）

を備えることが求められる．

ネットワークシステムの故障耐性の問題を扱うネットワーク
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表 1 ネットワーク頑強性を扱う数理的枠組み

Table 1 Mathematical frameworks for network robustness

枠組み 　機能 局所的ダメージ

構造的頑強性 [2] 最大連結成分 ノード（リンク）除去

カスケード故障 [3] 非故障ノード割合 過負荷

動的頑強性 [4] 動的現象 ノードダイナミクスの劣化

頑強性 (network robustness)の研究は，複雑ネットワーク理論

の主要なトピックの一つである．例えば，Network Scienceの

書籍 [1]では，全 10章のうち第 8章がそのトピックに充てられ

ている．この章では，ネットワーク頑強性を論じるための 2つ

の数理的枠組みが取り上げられている．

一つ目は，複雑ネットワークの構造的頑強性 (structural ro-

bustness)である [2]．この枠組みでは，ネットワークシステム

をノード（頂点）がリンク（枝）によって連結されたグラフであ

ると見なす．ネットワークの最大連結成分（最大部分グラフの

大きさ）がノード（および付随するリンク）の除去に対してど

の程度ロバストに保たれるかを論じる．除去されるノードの割

合を増加させると，次第に連結性は失われ，その割合が閾値を

超えると完全に連結性を失って，孤立ノードの集合となる．こ

のようなグラフ構造の相転移をパーコレーション (percolation)

転移と呼ぶ．パーコレーション転移を起こす臨界的な除去ノー

ド割合をネットワーク頑強性の指標とする．この割合が大きい

ほど，より頑強であることを意味する．初期の研究で，スケー

ルフリーネットワーク [5]は，ランダム故障に対しては頑強で

あるが，ハブノード（次数の高いノード）への攻撃に対しては

極めて脆弱であることが示された．この結果から，スケールフ

リーネットワークは “robust but fragile”であると言われ，ハ

ブノードがネットワークの構造的頑強性にとって重要であると

いう認識が広がった．その後，パーコレーション理論が複雑ネッ

トワークに適用できるよう拡張され，理論的研究が進展した．

二つ目は，カスケード故障 (cascading failure)である [3]．構

造的頑強性の枠組みと異なり，ネットワーク上のフローを考

える．各ノードは capacity と load という量をもち，load が

capacityを超えると，そのノードは故障すると仮定する．まず

一つのノードが故障すると，そのノードの請け負っていた load

は，他のノードに再分配される．すると，他のノードで loadが

増加するが，それが capacityを超えると次の故障が発生する．

この繰り返しで，故障の連鎖が起きる．初期の研究では，load

の大きいノードが最初に故障すると，最終的な故障の広がりが

大きくなるという結果が報告されている．

しかし，以上のネットワーク頑強性の枠組みでは，動的活動

によって機能を維持するネットワークの頑強性を扱うことはで

きない．実世界では，ノードがリンクによって物理的につな

がっていても，その上の動的挙動が無ければ機能しているとは

言い難い例が少なくない．道路網では，実際に道路があっても

車両が走っていなければ，機能しているとは言えない．SNSで

は，承認関係があったとしても，メッセージの交換が無ければ，

機能していると言えない．神経回路網では，神経細胞がシナプ

スで結合していても，電気的（または化学的）信号を伝達して

いなければ，機能しているとは言えない．そこで，筆者らは，

ネットワーク上の動的活動の頑強性を論じるため，ネットワー

ク動的頑強性という枠組みを提案した [4]．本稿では，ネット

ワーク動的頑強性に関するこれまでの研究結果の一部を紹介す

る．表 1に，ネットワーク頑強性を扱う 3つの数理的枠組みの

相違点をまとめた．

2. 振動子ネットワークの動的頑強性

2. 1 振動子ネットワークモデル

筆者らは，動的活動の一例として振動現象に注目し，ネット

ワーク動的頑強性の理解を深めてきた．結合振動子モデルは，

相互作用する振動子集団の動的挙動を研究するための数理モデ

ルの一つである．大同らは，全結合の結合振動子モデルにおい

て，一部の振動子が老化 (aging)などにより自律的に振動でき

なくなる（劣化する）状況を想定した [6]．正常な（リミットサ

イクル）振動子を active 振動子，劣化した（減衰）振動子を

inactive振動子と呼ぶ．パラメータ pが inactive振動子の割合

を表すとすると，pがある程度小さいときは，inactive振動子は

active振動子との相互作用により，ネットワーク内では振動す

ることができる．しかし，pが増加すると，次第に全体の平均

振動レベルが減少し，ある臨界割合 pcで突然すべての振動が止

まる（図 1）．この相転移をエイジング転移 (aging transition)

と呼ぶ．

筆者らは，このモデルを利用して，複雑ネットワーク上の振

動活動の頑強性を調べた．個々の振動子は，Hopf 分岐の標準

形と等価な Stuart-Landau(SL) 方程式で記述され，次式で与

えられる．
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図 1 振動子ネットワークにおけるノードダイナミクスの劣化による

相転移．(出典：文献 [7] の Fig.1）
Fig. 1 Phase transition caused by increasing inactive oscillator

nodes in coupled oscillator networks. Figure reproduced

from Fig. 1 of Ref. [7].
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dz

dt
= (α+ iΩ− |z|2)z. (1)

ここで，tは連続時間，z(= x+ iy)は複素状態変数, αは実数

の分岐パラメータ, iは虚数単位，Ωは固有周波数を表す．この

振動子は，α > 0のときは自励振動を，α < 0のときは減衰振

動を示す．α = 0が Hopf分岐点である．

N 個の振動子が相互作用する結合振動子ネットワークモデル

は，次の連立微分方程式で記述される．

dzj
dt

= (αj + iΩ− |zj |2)zj +
K

N

N∑
k=1

Ajk(zk − zj)

for j = 1, . . . , N. (2)

ここで，zj(= xj + iyj)と αj は振動子ノード j の状態変数と

分岐パラメータをそれぞれ表す．ここでは，文献 [6]と同様に，

振動子間の相互作用として拡散結合を考えており，結合強度は

K，結合行列は A = (Ajk)で表される．もしノード j と kが結

合していれば Ajk = 1，そうでなければ Ajk = 0である．ネッ

トワーク構造は，この結合行列に反映される．また，ノード j

の次数は kj =
∑N

k=1
Ajk で与えられる．

振動子には active 振動子と inactive 振動子の 2 種類がある

ので，それらのノードインデックスの集合をそれぞれ SA, SI

と表す．各振動子ノードの分岐パラメータは下記のように与え

られる．

αj =

{
a (> 0) if j ∈ SA

−b (< 0) if j ∈ SI

. (3)

ネットワーク全体の機能，すなわち振動活動の大きさは，次の

ように平均的な振動レベルで評価し，これを秩序変数 (order

parameter)とする．

|Z| =

∣∣∣∣∣ 1N
N∑

j=1

zj

∣∣∣∣∣ . (4)

結合の均一なネットワークの頑強性は，inactive 振動子の選

び方に依らないが，結合の不均一なネットワークの頑強性は，

inactive振動子をランダムに選ぶとき（ランダム故障, random

failure）と何らかの優先順位に基づいて決めるとき（選択的攻

撃, targeted attack）で異なり得る．

2. 2 ランダム故障に対する動的頑強性

全結合 (all-to-all)ネットワークでは，与えられた pに対して

inactive振動子の選び方は一通りに決まる．大同らは，ネット

ワークモデルを縮約することにより，臨界割合 pc を次のよう

に求めた [6]．

pallc =

{
1 for K < Kall

c

a(K+b)
(a+b)K

for K >= Kall
c

. (5)

ここで，Kall
c = aである．結合が閾値 Kall

c より小さいときは

全てのノードを inactiveにしない限り全体の振動が続くので，

十分頑強である．一方，結合が閾値Kall
c より大きいときは，結

合強度と共に臨界割合が減少し脆弱になっていく．

筆者らはネットワーク構造に依存する動的頑強性に興味が
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図 2 結合強度 K に対する臨界割合 pc（ランダム故障の場合）．ス

ケールフリーネットワークを用いた．リンク密度は d ∼ 0.08

(N = 3000, ⟨k⟩ = 240) と設定した．（出典：文献 [4] の Fig. 3）
Fig. 2 The critical fraction pc plotted against the coupling

strength K for scale-free networks under random failures.

The link density is set at d ∼ 0.08 (N = 3000, ⟨k⟩ = 240).

Figure reproduced from Fig. 3 of Ref. [4].

あるので，複雑ネットワーク構造をもつ結合振動子モデルを

考えた．inactive 振動子はランダムに選ばれるとする．まず，

Erdös-Rényiグラフ [8]のような，つながりの均一なネットワー

ク (homogeneous networks) に対して，平均場近似を用いて，

臨界割合を次のように理論的に導出した [4]．

phomc =

{
1 for K < Khom

c

a(Kd+b)
(a+b)Kd

for K >= Khom
c

. (6)

ここで，d ≡ ⟨k⟩/N はリンク密度を表し，Khom
c = a/dである．

結合強度の極限 K → ∞では，phomc → a/(a + b)であること

が分かる．式 (6)は，d = 1のとき式 (5)に帰着され，全結合

ネットワークに対する結果を特殊な場合として含む．

次に，スケールフリーネットワーク [5] のように，つながり

の不均一なネットワーク (heterogeneous networks)に対して，

次数重みつきの平均場を考えることにより，臨界割合を次のよ

うに理論的に導出した [4]．

phetc =

{
1 for K < Khet

c

F (a)−d
F (a)−F (−b)

for K >= Khet
c

. (7)

ここで，kmin を最小次数とし，dmin ≡ kmin/N と定義すると，

Khet
c ≃ a/dmin(>= a/d)である．関数 F は，次数分布を P (k)

とすれば，

F (α) ≡ 1

N

N∑
j=1

d2j
dj − α/K

=
∑
k

P (k)
(k/N)2

k/N − α/K
(8)

で与えられる．ここで，dj ≡ kj/N と定義した．式 (7) よ

り，K → Khet
c + 0 のとき phetc → 1であり，K → ∞ のとき

phetc → a/(a+ b)であることが分かる．もし全てのノードにつ
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いて dj = dであれば，式 (7)は式 (6)に帰着される．したがっ

て，式 (7)は，ランダムネットワークに対する結果を特殊な場

合として含み，より広範囲のネットワーク構造に適用できる一

般的な式となっている．

図 2は，均一および不均一ネットワークにおいて，理論的お

よび数値的に求めた臨界割合 pc を結合強度 K に対してプロッ

トしたものである．理論結果は数値計算の結果に十分一致して

いることが確認できる．また，ランダム故障に対しては，不均

一ネットワークの方が均一ネットワークよりも頑強であること

が分かる．この結果は構造的頑強性の場合と一致する．

2. 3 選択的攻撃に対する動的頑強性

次に，スケールフリーネットワークに対して選択的攻撃を行

う場合を考えよう．ランダム故障をベースラインとして，高次

数ノードを優先的に inactiveにした場合と，低次数ノードを優

先的に inactiveにした場合を考える．図 3(a)は，いずれの場

合でも inactive 振動子の割合 p の増加と共に，秩序変数であ

る平均振動振幅 |Z|が単調に減少していることが分かる．ただ
し，臨界割合 pc は，低次数ノードを優先的に攻撃した場合に最

小となっている．すなわち，この振動子ネットワークは低次数

ノードへの攻撃に対して脆弱であり，逆にハブ（高次数）ノー

ドへの攻撃には頑強である．これは，構造的頑強性の結果と対

照的である．図 3(b)は，結合強度K に対して臨界割合 pc をプ

ロットしたものである．いずれの場合も，結合強度の増加と共

にネットワークは脆弱になっていくことが分かる．この図から，

結合強度に依らず，上記の結果が成り立つことが確認できる．

では，なぜこのような非直観的な結果が得られるのであろう

か．図 3(c)は，その仕組みの一端を説明する図である．この図

は，p = 0.5のときの，各振動子ノードの次数と振動振幅の関

係を示している．ここで，ノード間の相互作用は拡散結合であ

ることを思い出そう．式 (2)における結合項から分かるように，

拡散結合は，相手と自分の振動振幅を平衡化しようとする効果

をもつ．Active振動子は，孤立しているときの振幅は大きいが，

近傍の inactive振動子と相互作用するため，振幅を減少させる

ことになる．次数の大きい active振動子ほど，近傍に inactive

振動子が多いから，振動振幅が小さくなる．一方，inactive振

動子は，孤立しているときは自励振動することはできないから

振幅 0 であるが，ネットワーク内では近傍の active 振動子と

の相互作用によって，比較的小さな振幅で振動することができ

る．次数の大きい inactive振動子ほど，近傍に active振動子が

多いから，振動振幅は大きくなる．このとき，最大の振幅をも

つ，最小次数の active 振動子を inactive にすると，秩序変数

を最も減少させると考えられる．したがって，動的頑強性の観

点からは，このスケールフリー振動子ネットワークは，低次数

ノードに対する選択的攻撃に脆弱であり，低次数ノードが重要

であるという結果が得られた．

その後，筆者らは，選択的攻撃の場合の臨界割合 pcの理論的

導出を行い，他の結合様式の場合についても動的頑強性を調べ

た [9]．その結果，別の結合様式では，構造的頑強性と同様にハ

ブノードへの攻撃に最も脆弱となる場合もあることが分かった．

したがって，ネットワーク動的頑強性の性質は，ネットワーク
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図 3 (a) 故障割合 p に対する秩序変数 |Z|．(b) 結合強度 K に対す

る臨界割合 pc．(c) 振動子ノードの次数 kj と振動振幅 |zj | の
相関．（出典：文献 [7] の Fig. 2）

Fig. 3 (a) Order parameter |Z| plotted against the fraction p of

failure nodes. (b) Critical fraction pc plotted against the

coupling strength K. (c) Correlation between the degree

and the oscillation amplitude of individual oscillator nodes.

Figures reproduced from Fig. 2 of Ref. [7].

構造だけでなく，個々のノードのダイナミクスやノード間の相

互作用のタイプにも依存すると考えられる．

2. 4 不均一振動子ネットワークの動的頑強性

ここまでは，activeと inactiveという 2種類の振動子の混合

系を考えてきた．しかし，実際には構成要素がもっと不均一な

場合があるだろう [11], [12]．そこで，これまでの理論を一般化

して，各振動子の分岐パラメータが連続分布に従う場合に拡張

した [10]．ここでは，αj が範囲 [µ− δ/2, µ+ δ/2]（平均 µ，幅

δ）の一様分布に従うとしよう．µが十分大きく，すべての j に

ついて αj > 0のときは，すべての振動子が activeであるから，
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図 4 分岐パラメータが一様分布に従うスケールフリー振動子ネット

ワークの動的頑強性．(a) 分岐パラメータの平均 µ に対する秩

序変数 |Z|．3 つの異なるネットワーク実現に対する理論的結果

（丸）および数値的結果（四角）．挿入図はスケーリング則を示

唆する．(b) 分布幅 δ に対する平均値の臨界点 µc．（出典：文

献 [10] の Figs. 2 and 3）
Fig. 4 (a) Order parameter plotted against p. (b) Critical value

pc plotted against the coupling strength K. (c) Corre-

lation between the degree and the oscillation amplitude.

Figures reproduced from Figs. 2 and 3 of Ref. [10].

大域的な振動が見られる．一方 µが十分小さく，すべての j に

ついて αj < 0のときは，すべての振動子が inactiveであるか

ら，振動は起きない．したがって，幅 δ を固定し，平均値 µを

十分大きな値から減少させるとき，ある臨界値 µ = µc でエイ

ジング転移が起こる（図 4(a)）．ここで，秩序変数 |Z|は，

|Z| =

[
1

dN

N∑
j=1

d2j
dj − αj/K

]
|Z|

−

[
1

KdN

N∑
j=1

(
dj

dj − αj/K

)4
]
|Z|3+O(|Z|4). (9)

を満たす [10]．図 4(a)の理論値は，これを解いて求めたもので

ある．また，臨界値 µc も次のように導出できる [10]．

µc = Kd+
δ

2

e−δ/(Kd) + 1

e−δ/(Kd) − 1
. (10)

µc の値が小さいほど，inactive振動子が多くても大域的振動を

維持できることを意味するので，より頑強であると言える．図

4(b)は，分岐パラメータの幅 δ と臨界値 µc の関係を結合強度

ごとに示す．理論値が数値計算の結果に十分一致していること

が確認される．また，分岐パラメータの分布幅 δが大きいほど，

すなわち振動子の不均一性が大きいほど，より頑強性が高いこ

とが分かる．

2. 5 関 連 研 究

振動子ネットワークの頑強性に関しては，以上で紹介した研究

以外にも，局所的結合構造 [13]，層状ネットワーク構造 [14]，次

数相関がある複雑ネットワーク [15]，結合重みの不均一性 [16]，

固有周波数の不均一性 [17]などに着目した研究が行われてきた．

また，本章で紹介した解析手法は，Hopf分岐を介して関係づけ

られる active 振動子と inactive 振動子の混合系以外にも適用

可能である．例えば，saddle-node on invariant circle (SNIC)

分岐を介して関係づけられる自励振動子と興奮性振動子の混合

系 [18]や周期倍 (period-doubling)分岐を介して関係づけられ

る 1周期および 2周期のリミットサイクル振動子の混合系 [19]，

不均一な興奮性素子の混合系 [20] などの解析も行われてきた．

与えられた振動子ネットワークの頑強性だけでなく，振動現象

を喪失したネットワークに active振動子を追加していくことで

効率的に振動を回復させる方法についても研究されている [21]．

3. 感染症伝播抑制対策への応用

人の移動がグローバル化した現代では，ある地域で局所的に

感染症が広まると，航空網などを通じて短期間で大域的な流行

を引き起こすリスクが高い．これを回避し，罹患者数などの感

染被害を最小化するために，有効な対策を施すことが必要であ

る．感染症の数理モデルは，こうした問題への有力なアプロー

チである [22]．

ここでは，ネットワーク動的頑強性理論を，感染症伝播現象

に応用した研究を紹介しよう [23]．メタ個体群モデルにおける

感染症伝播を考える．メタ個体群モデルは，空間的に分離した

複数の区画（パッチ）に部分個体群が居住し，パッチ間は個体の

High-risk patch

Low-risk patch

p
c
 

p

Infected individual

Susceptible individual

E
p

id
em

ic
 s

iz
e

0 1

図 5 複雑なパッチネットワーク構造をもつメタ個体群モデルにおける

感染症抑制対策（出典：文献 [23] の Fig. 1 を改変）
Fig. 5 Epidemic control in SIS metapopulation models with com-

plex patch networks. Figure modified from Fig. 1 of

Ref. [23].
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移動経路でつながっているようなモデルである．個々のパッチ

の内部では，個体の感染と回復というイベントが起きる．各個

体は感受性者 (susceptible, S)または感染者 (infected, I)であ

るとする．感受性者は感染者と接触すると一定の感染確率 β で

感染者になり，感染者は回復率 µで感受性者に戻る．このよう

なパッチの内部で起こる感染・回復過程は，2次元の微分方程式

である SISモデルで記述される．SISモデルにおいては，基本

再生産数 R0 = β/µが感染流行・非流行を左右する．定常状態

は，R0 > 1のときは endemic(感染者が残る状態)，R0 < 1の

ときは disease-free(感染者がいない状態)となる．R0 を分岐パ

ラメータと見れば，R0 = 1において安定性交替 (transcritical)

分岐が起きる．感染症対策をしていない high-riskパッチでは

R0 > 1 であり，感染症対策した low-risk パッチでは R0 < 1

であると仮定する（図 5）．SISメタ個体群モデルは，このパッ

チ内の個体状態変化と個体のパッチ間移動を考慮して，感染症

伝播ダイナミクスを記述する．

ネットワーク全体に大域的流行が起こるかどうかを考える．

図 5に示すように，対策した low-riskパッチの割合 pを増加さ

せると，ある臨界割合 pc で感染症の大域的流行を回避できる

と考えられる．動的頑強性の解析手法を応用すれば，この臨界

割合を理論的に導出することができる [23]．また，どのように

対策地域を選べば流行抑制に効果的であるかを数値実験により

調べたところ，ハブとなるパッチから優先的に対策するのが有

効であることが分かった．SIR メタ個体群モデルに対しても，

感染症の大域的流行を抑制するための介入閾値についての理論

的研究が行われている [24]．

4. ま と め

本稿で紹介したように，複雑ネットワークの動的頑強性に関

する研究は，主に振動子ネットワークを利用して行われてきた．

ネットワークの構造的頑強性の性質がネットワーク構造のみに

よって決まるのに対し，動的頑強性の性質はネットワーク要素

のダイナミクスや要素間相互作用の種類などに左右される．し

たがって，実ネットワークシステムの動的頑強性を調べる際に

は，ネットワーク構造の同定およびノードダイナミクスとノー

ド間相互作用の数理モデリングが必要となる．動的頑強性の理

論や解析手法は，振動現象や伝播現象だけでなく，工学的・生

物学的・社会的ネットワーク上のさまざまな動的現象に対して

広く応用可能であり，今後ますますの発展が期待される．
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