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Abstract: The phase order parameter of oscillators on a network is optimized. This
optimization reveals that a stronger weight tends to be assigned to a connection between
two oscillators with largely different natural frequencies. Phase transition is observed in
all-to-all, lattice, and scale-free networks.
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近年 、ネット ワーク構 造に対す る関心が高 まっている 。発電所 と送電線 のネット ワーク 、

コンピュータ の通信ネ ットワーク など 、近年技 術の進歩とと もに急激 に拡大した 目に見え るネ ッ
トワークはも とより 、論文 の共著関係 、俳 優の 共演関係など 人間関係 のネットワ ークや 、動物 の
捕食・被 捕食関係 のネット ワーク 、細胞内 のタ ンパク質の相 互作用の ネットワー クなど 、目に 見
えない関係性 のネット ワークにつ いても精 力的 にデータベー ス化がな され、研究が進 められて い
る。これら の研究に よって、現実世界 の複雑ネ ットワークの 多くはス ケールフリ ー性やス モー ル
ワールド性な どの共通 の構造的な 特徴を持 って いることが明 らかにな ってきた 。しか し現実の ネ
ット ワー ク には ス ケー ルフ リ ー性 やス モ ール ワ ール ド性 な どト ポ ロジ カル な 構造 だけ で はな く 、
結合の強度・重み がある 。例えば 発電所と 送電 線のネットワ ークなら 、送 電線はどれ も単なる 結
合ではなくて 、それぞ れ異なっ た電力供 給量（ 重み）があ り、これ によって電 力供給元 と供給 先
とは結びつけ られ 、作用し 合っている 。さ らに 、この重 みはネッ トワーク 全体の構造 が変化し て
いくときその 決定要因 である 。それぞ れの人間 関係の深さを 社会ネッ トワークの 結合の重 みで あ
ると考えれば 、ど の結合にど の程度の 重みがあ るかによって 社会全体 が今後どの ように変 化し て
いくかが規定 されるこ とになる。
結果

本発表 ではネッ トワーク上 の重みと ダイ ナミクスにつ いて、結合振動 子を用い た研究を

報告する。ネットワ ーク上に振 動子を配 置し、振動子の同期 性が最大 になるよう に結合を 徐々 に
調整してゆく 。最 終的な重み の配分が ネットワ ークのトポロ ジーにど のように依 存するか を調 べ
た。特に 、振動子 の振動数と 結合の重 みがとも に変化しうる 場合どの ような配置 が最適で ある か
を数値計算に よって求 めると、
1.

振動数が高い ものと低 いものの間 に強い結 合が 生ずる

2.

振動数についてのペナルティ関数を制御することですべての振動子が同一振動数に落ち込
む状態と二つ の振動数 に分離する 場合が切 り替 わる

3.

強い結合のみ を選び出 してネット ワークを 作る と、上の切 り替わり点 ではネッ トワーク の構
造が大きく変 化する

などの事実が 明らかに なった。

