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1 期末レポートについて

期末レポート課題は、以下の通りです。期日までに、理工学部 6号館 2階のレ

ポートボックスへ提出すること。

• 電子的に作成し、A4用紙に印刷して提出すること。

• 正しい日本語で作成すること。

• 他人のレポートを写したと判断した場合には、不合格とする。

• 書籍やWeb ページ等を参考としている場合には、必ず出典を明示すること。

• 単に課題に答えるだけでなく、課題の説明、考え方、開発したプログラム
(java及び gnuplot)も含めて、レポートとして筋道のあるものとすること。

2 Barabási-Albert モデル

インターネット、友人関係、食物連鎖などを、要素間の関係をネットワークある

いはグラフと捉えることで共通的な特色が見えてくる。自然や社会に存在するネッ

トワークやグラフの構造とそのうえの情報、モノの流れを研究する分野は、「複雑

ネットワーク」と呼ばれている [1–4]。ネットワークやグラフは、構成要素に対応

する「頂点」と、それらの関係や相互作用を表す「辺」から構成されている。各頂

点に接続している辺の数を次数と呼ぶ。次数の分布がべき関数に従うものは、「ス

ケールフリーネットワーク」と呼ばれる。

Barabási-Albert モデルは、スケールフリーネットワークのモデルとして良く使

われている。その基本的構成方法は以下の通りである (図 1)。

はじめに二つの頂点が二重の辺で結ばれているとする。つまり、二つの頂点の

番号 sを 1と 2とし、それぞれの次数は 2となる。この時刻を t = 2とする。

時刻 t = 3で番号 s = 3の頂点を新たに生成し、既存の頂点 s < 3に対して、既

存の頂点をひとつ、その次数に比例して確率的に選択する。つまり各頂点 sの選
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図 1: Barabási-Albertの構成の例

択される確率は、その頂点の次数 ksを用いて

ps =
ks∑
j kj

(2.1)

となる。また、時刻 tで頂点の数は tそのものであり、辺の数も tである。各辺に

は両端の頂点があるので、辺の両端の頂点の総数は 2tとなる。つまり、次数の総

和は一つの辺を二回数えることになり∑
j

kj = 2t (2.2)

である。

本課題では、実際にBarabási-Albert モデルを構成する。

3 準備

準備として新たにプロジェクト BarabasiAlbertを作成する。以下のURLから

Javaソースファイルを取得し、プロジェクト BarabasiAlbertのソースファイル

として置きなさい。

http://http://aoba.cc.saga-u.ac.jp/lecture

/ModelingAndSimulation/javasrc/BarabasiAlbert/src.zip

また、ライブラリ MyLibも設定しなさい。
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4 次数に比例した確率

実際にBarabási-Albert モデルを構成する際に、新たに追加する頂点が既存の頂

点をその次数に比例した確率で選ぶ部分を考える。

時刻 t = 3で頂点 s = 3を追加した後、頂点 1と 2の一方の次数は 3、他方が 2

となる。頂点 3の次数は 1である。仮に、頂点 1の次数が 3、頂点 2の次数を 2と

する。

k1 = 3, k2 = 2 k3 = 1 (4.1)

また、次数の総和が 2t = 6となっている。

3∑
j=1

kj = 6 (4.2)

次の時刻で 4番の新たな頂点を追加する。4番の頂点がつながる先は、既存の 1

番から 3番までの頂点を次数に比例した確率で選択する。つまり,頂点 jが選ばれ

る確率は

p1 =
3

6
, p2 =

2

6
, p3 =

1

6
(4.3)

となる。

このようなでたらめな選択を行う方法を考える。頂点の番号を要素とするリス

ト List<Integer> cListを考える。このリストの中には、各頂点の番号はその次

数の数だけ入っているとする。例えば、頂点 1の次数が 5であるならば、cListに

1が 5個入っているとする。cListの長さ Lは次数の和となる。

このリスト cListの各要素を等確率で選ぶとどうなるだろうか。数字 1、つまり

頂点 1を選ぶ確率は 5/Lとなる。つまり、ある頂点に対応する数字を選ぶ確率は、

その次数に比例することとなる。

課題 1 クラス model.BA中のメソッド public Node selectTarget()は、前述

の方法で、新たに生成した頂点が接続する既存の頂点を選ぶ。このメソッドが実

際に使用しているのが、

public static <T> T randomSelectFromList(List<T> list)

である。ここで Tは、クラステンプレート、つまり任意のクラスを表し、listは

クラス Tのインスタンスのリストである。このメソッドでは、リスト listからで

たらめに要素を一つ選んで返す。このメソッドを記述しなさい。

クラスmodel.TestRandomSelectFromListは、メソッドrandomSelectFromList

をテストするクラスである。そこでは、整数のリスト listを作成し、その中に 1

から 6までの数字が記録されている。リストの長さは 12であり、数字 1はリスト
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中に 4回記録されている。従って、リストからでたらめに要素を取り出す試行を

繰り返すと、そのうち約 1/3回で、数字 1が取り出されるはずである。

課題 2 クラス model.TestRandomSelectFromListを実行しなさい。このクラス

は、メソッド randomSelectFromListが正しく実行されていることを確かめるた

めに内容が記述されている。結果が正しいかを確かめなさい。どのようにして、確

かめたかも記述しなさい。

5 BAクラス

次に、実際にBarabási-Albertモデルを構成するクラスを記述する。クラス Node

は、頂点を表すクラスである。コンストラクタで、頂点番号を与える。この頂点

へ他の頂点を接続する際には、メソッド addNodeを用いる。

クラス BAはBarabási-Albert モデルを構成するクラスである。コンストラクタ

は、引数なしである。コンストラクタ中では、頂点のリスト nodeListとともに、

前述した頂点の選択に用いるリスト cListを生成する。

次にメソッド initializeを呼ぶことで、最初の二つの頂点を互いに二重に結ん

だネットワークを作る。このとき、頂点のリスト nodeListには、二つの頂点が一

度ずつ登録される一方、リスト cListには、それぞれの次数が 2であることに対

応して二つの頂点が二度ずつ登録される。

課題 3 新たに頂点を追加するメソッド addNewNode()を記述しなさい。ここで

行うべき事は以下の通り。

1. 新たな頂点のインスタンス nodeを生成する

2. 新たな頂点が接続する既存の頂点 targetを選択する

3. 頂点リストに新しい頂点を追加する

4. nodeの接続先として targetを追加する

5. targetの接続先として nodeを追加する

6. cListに nodeと targetを追加する

7. 時刻 tを一つ進める

可視化用データ及び次数分布を生成しているのがクラス analysis.Analysisで

ある。

4



6 ネットワークの可視化と次数分布

6.1 可視化

ネットワークの分析には、ネットワークそのものを可視化することが第一歩と

なる。特に、小規模な場合には重要である。Pajek はVladimir BatageljとAndrej

Mrvarが開発したネットワークの可視化ツールであり、以下のサイトからダウン

ロードできる。

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/

クラス analysis.Analysisは、staticクラスだけで構成されている。つまり、

クラスインスタンスを作る必要がない。馴染みのある例は Mathクラスである。そ

のため、クラスインスタンスが生成できないように、コンストラクタは private

と宣言されている。

*Vertices 8

1 "a"

2 "b"

....

*Edges

1 2

1 3

2 4

3 2

...

Program 6.1: pajekデータの例

Pajekのファイルは、もっとも簡単な場合、Program 6.1のような構成となって

いる。最初の*Vertices 8は頂点数が 8であることを示している。続く行は、各

頂点にラベルを設定している。例では頂点 1にラベル”a”を設定している。*Edges

以下は、頂点間の接続である。*Edgesは向きの無い辺を表し、向きのある辺の場

合には*Arcsと記述する。その下、1 2と 1 3の二行は、頂点 1が頂点 2及び 3と

接続していることを表す。

メソッド generatePajekData(BA ba)は、引数のネットワークに対して、Pajek

が必要とするデータを文字列 (改行を含んでいる)として返すメソッドである。

6.2 次数分布

各頂点に接続する辺の数を次数 (degree)と呼ぶ。引数であるネットワークの次

数分布をるのがメソッド degreeHistgram(BA ba)である。配列 histは、そのイ
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ンデクスを次数とする頂点の数を表す。例えば、hist[10]の値は次数が 10であ

る頂点の数である。

課題 4 メソッド degreeHistgram()を完成させなさい。

7 ネットワークの可視化と次数分布の作成

クラス CLIMainを実行すると、頂点数が 200になるまで成長させ、可視化用の

ファイルを生成する。その後、さらに頂点を 20000点追加し、次数分布をファイ

ルに出力する。

7.1 可視化

CLIMainが生成するテキストファイルの一つは、Pajek用にネットワークの構造

を表したテキストファイル pajek-out.netである。

課題 5 pajek-out.netの内容を確認しなさい。Pajekを起動し、以下の手順で

ネットワークの図を作成しなさい。最初に

[file]->[network]->[read}

とメニューを移動して、pajek-out.netを選択しなさい。その後、

[draw]->[network]

で作図することができる。作図された画面の中で、

[layout]->[energy]->[Kamada-Kawai]->[free]

で、整形しなさい。この整形方法はKamadaとKawaiの方法と呼ばれる ( [5])。マ

ウスで頂点をドラッグして見やすく整形することもできる。図が表示された画面

で exportメニューを選ぶことでファイルとして書き出すことができる。レポート

内に図を示すとともに、その特徴を記述しなさい。

7.2 次数分布

CLIMainは、次数分布を、メソッド degreeHistgram()の結果を、さらに相対

頻度とするメソッド degreeDistribution()を用いて、ファイル degree.txtへ出

力する。
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課題 6 gnuplotを用いて次数分布 degree.txtを図示しなさい。データは点で表

示するとともに、次数 kを表す横軸と相対頻度 f(k)を表す縦軸をそれぞれ対数で

表し、f(k) = k−3の曲線にほぼ従っていることを示しなさい。

両対数で表示した際に、kが大きいところで、f(k)のデータが一定になってし

まう理由について考察しなさい。

課題 7 前述のように、べき関数に従うような分布の場合、変数が大きいところ

でデータがまばらになり、挙動がわかりにくくなる場合がある。そこで、累積頻

度という量を用いて、変数の大きなところの挙動を見やすくすることがある。次

数の相対頻度 f(k)に対して、累積頻度 F (k)を次式で定義する。

F (k) =
K∑
j=k

f(j) (7.1)

ここで、Kは次数の最大値である。

累積頻度を求めるメソッド accumulatedDegreeDistribution(BA ba)を完成さ

せなさい。CLIMainでは、このメソッドを使ってファイルaccumulated-degree.txt

に累積頻度を出力している。gnuplotを用いて次数分布 accumulated-degree.txt

を図示しなさい。データは点で表示するとともに、次数 kを表す横軸と相対頻度

F (k)を表す縦軸をそれぞれ対数で表し、F (k) = k−2の曲線にほぼ従っていること

を示しなさい。
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