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  私たちの世界が、ネットワークを利用することで瞬時にコミュニケーションをとった

り情報のやりとりをすることができるようになるにつれ、つながりを強めていくことで

社会にどの程度のメリットが生まれるかが、そういったネットワークがどのように働い

ているのかについて一般の人々がどの程度理解しているか、ということに大きく依存す

るようになります。つまり、ネットワーク化された社会ではネットワークを理解し活用

する能力（ネットワークリテラシー）が必要になるということです。ネットワークリテ

ラシーとは、ネットワークをどのように発見や意思決定のための道具として用いること

ができるのか、ネットワークを用いることでどのような恩恵が受けられるのか、または

どのような点に注意しなければならないのかについての基本的な知識であり、その知識

は、今日のネットワーク化された社会に生きるすべての人にとって分かりやすいもので

なければなりません。さらに、幼い子どもたちでさえ四六時中ネットワークと関わって

いるため、ネットワークリテラシーの教育は早い段階で始められるべきで、また、ネッ

トワークは現代社会のあらゆる側面に存在するため、ネットワークについての考えかた

は教育を行うすべてのプロセスに分野横断的なやり方で反映させられるべきです。この

ように、ネットワークはどこにでも存在し重要であるにも関わらず、現状の教育システ

ムには、ネットワークについての学習の機会がまったく存在しません。 

     

  この小冊子はネットワークリテラシーの習得を促進するための最初の一歩として作ら

れました。ここではネットワークの学習のための基本的な考え方が平易な言葉で述べら

れています。七つの本質的な概念が提示され、コアとなるアイデアがさらに詳しく簡潔

に説明されています。この小冊子は、教えるもの・学ぶものの誰もが利用することがで

きるように、ネットワーク科学の最先端で研究を行っている科学者とそれを実際に使っ

ている人たちが少しずつ協力しあって作り上げたものです。ネットワークリテラシーを

率先して広めていこうとするこのコミュニティの活動に関してさらに情報や資料が必要

な場合は、プロジェクトのウェブサイト 

  http://sites.google.com/a/binghamton.edu/netscied 

をご参照ください。  



ネットワークはどこにでもあります 

 

 

 

 

 

ネットワークの考え方はいろいろなものに一般的に適用できます。ものとものとがつながって

いればそれはもうネットワークです。ネットワークは身の回りのどんな場所にでも見つけるこ

とができます。 

 

私たちの社会の技術的なインフラを構成しているネットワークもあります。通信システム、知

識ベース、インターネット、送電網、上下水道、などなど。 

 

人と人とが作るネットワークもあります。家族、友人関係、メールのやりとりをするおつきあ

い、フェースブック・ツイッター・インスタグラム、仕事仲間、などなど。 

 

経済活動が作るネットワークもあります。製品同士の関係、お金のやりとり、企業間の連携、

国際的な取引、などなど。 

 

生き物の作るネットワークもあります。食べたり食べられたりの関係、遺伝子や蛋白質の間の

反応、神経回路のつながり、伝染病の感染経路、などなど。 

 

文化活動の作るネットワークもあります。似たものどうしのことば・文学や芸術作品、因果関

係で結ばれた歴史的できごと、共通のものから生まれた宗教、あるできごとでつながる人々、

などなど。 

 

ネットワークはさまざまな時間的・空間的スケールで存在することができます。 
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ネットワークはものとものが 

どのようにつながり 

作用しあっているかを表わします 

 

 

数学の中には「グラフ理論」というネットワークに関係する分野があります。多くの場合、ネ

ットワークは数学的には「グラフ」として表わされます。 

     

つながりはリンク、辺、タイなどと呼ばれます。それらによって互いにつなげられるものはノ

ード、頂点、アクターなどと呼ばれます。 

     

つながりには向きがあるものもないものもあります。また、そのつながりには強い弱いがあっ

たり、引きつけ合ったり反発し合ったりの関係性を表わすものでもかまいません。 

     

あるノードが持つ他とのつながりの数は次数と呼ばれます。 

     

ネットワークでは多くの場合いくつかの種類のつながりを持ちます。たとえば、フェースブッ

クでのネット上のつながりと同時にオフラインでのつながりもあったり、ある場所とある場所

の間にいくつかの移動手段があったり。 

     

あるノードからいくつかのノードを経由して別のノードに行くときのエッジの列は経路と呼ば

れます。 

     

お互いに経路で結びついているひとまとまりのノードの集まりを連結成分と呼びます。ネット

ワークの中には互いにはつながりのないいくつかの連結成分からできているものもあります。 

     

ネットワークの中には、このようなグラフよりももっと複雑な数学的構造を使って研究される

ものもあります。 
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ネットワークは秘められたパターンを 

あばき出すことができます 

 

 

 

あることがらやものについて、その構成要素とそれらがどのように結びついているかを書き表

わすことでネットワークとして表現できます。そのようなネットワーク表現はあるシステムを

調べていくために非常に強力な手段となります。 

     

ネットワークの性質として調べられるものとして次のことがらがあります。 

 ノードの持つ次数はどのように分布しているか 

 どの部分のつながりが最も重要か 

 そのネットワークの「強さ」や「弱さ」は何か 

 ネットワークには下部構造や階層構造があるか 

 あるノードから別のノードに行くために平均してどのくらいのステップが必要か 

 

ネットワークの中にはある少数のノードが非常にたくさんの次数を持つものがあります。その

ようなノードはハブと呼ばれます。 

     

ネットワーク内に他と比べつながりが強いノードの集まりを見つけることができる場合もあり

ます。その集まりをクラスターやコミュニティと呼ぶことがあり、ネットワークの中で中心的

な役割を担うこともあります。 

     

このようなことを見つけていくことで、あるネットワークがどのように形成されたのかを推論

したり、そのネットワーク上で起こっている動的なプロセスや未来の構造を予測したりするこ

とができます。  
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可視化するとネットワークの 

理解が深まります 

 

 

 

ネットワークを可視化するには数多くの方法があります。 

 

リンクでつながっているノードを線でつなぐという描きかたはその典型です。 

 

さまざまなツールをネットワークの可視化に使うことができます。 

 

可視化することにより、直観的で分かりやすいやり方でネットワークを理解したり、それに関

するアイデアを人に伝えたりすることができるでしょう。 

 

情報を伝えるためのデザインを工夫することは、効果的な可視化を行ううえでとても大切です。 

 

ただし、可視化というのはネットワークのすべての側面をとらえることができるわけではあり

ませんので、その結果を解釈したり、評価するときには十分な注意が必要です。 
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今日のコンピュータ技術により 

現実の世界にあるネットワークを 

研究することが可能です 

 

 

コンピュータ技術によってネットワークの解析能力が劇的に高まったおかげで、豊かな構造的

特徴をもつ巨大なネットワークについても調べることができるようになってきました。 

 

ネットワークの可視化にも解析にも使える多くのフリーソフトウェアがあります。 

 

いまや科学者に限らず、誰もがパソコンでネットワークの生成・可視化・解析をすることがで

きます。 

 

また、たくさんの面白いネットワークのデータにインターネットからアクセスすることもでき

ます。 

 

コンピュータを使えば仮想的に作ったネットワークのシミュレーションを実行することができ

ますし、現実のネットワークや仮説としてのネットワーク上での動的なプロセスを再現するこ

ともできます。 

 

コンピュータの基礎的技術を学べば、皆さんのキャリアには無限の可能性が出てくることにな

るでしょう。例えば、科学者、データアナリスト、ソフトウェアエンジニア、教育者、ウェブ

デザイナー、メディアクリエーターなどはほんの一例です。 
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ネットワークの概念によって 

多種多様なシステムを比べることができます 

 

 

 

異なる種類のシステムでも、いったん関係性だけに注目しネットワークとして表現すれば、互

いに類似したところや違うところを調べて比較することができます。 

 

一見何の関係もないようなシステムであっても、ネットワークとして見ると共通した性質が見

られることがあります。これは、異なる研究対象に共通する何らかの一般的な原理があるかも

しれないということを意味しています。 

 

一方、異なるシステムについてネットワークとしての性質が違っていれば、異なるクラスとし

て分類したり、なぜ性質が違うのかについてのヒントが得られます。 

 

科学は専門分野に分かれて研究が進んでいますが、ネットワークの概念は異分野をつなぎ、こ

の世界を包括的かつより完全な形で理解する助けとなるでしょう。 

 

ネットワークの概念は、異なる専門分野の間で知識を交換するのにも役立ちます。 
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ネットワークの構造と状態は 

互いに影響を及ぼしあっています 

 

 

 

ネットワークの中で別々の部分がどのようにしてつながっているのか、それを示してくれるの

がネットワークの構造です。 

 

一方、ネットワークのノードやエッジがどのような性質をもっているのか、それがネットワー

クの状態です。 

 

ネットワークの構造もネットワークの状態も時間的に変化することがあります。 

 

そのような変化の時間的なスケールは、構造の変化と状態の変化とでは同じかもしれないし、

違うかもしれません。 

 

ネットワークの構造が、ネットワークの状態の変化に影響を与えることがあります。社会的な

ネットワークでの病気・行動・情報の拡がり方や、都市の交通網での渋滞パターンはそのよい

例です。 

 

一方で、ネットワークの状態がネットワークの構造の変化に影響を与えることもあるでしょう。

ソーシャルメディアにおける新しいフォロアーの生成や、交通渋滞を緩和するための新しい道

路の建設はその例でしょう。  
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NetSciEd: ネットワークと教育イニシアティブ 

 

お問い合わせはキャサリン クレイマー（ccramer@nysci.org; 英語）もしくは佐山弘樹

（sayama@binghamton.edu; 日本語ないし英語）までお送りください。 

 

https://sites.google.com/a/binghamton.edu/netscied/ 

https://www.facebook.com/netscied 

 

 

画像出典： 

A leaf, backlit by the sun, with veins visible by Curran Kelleher [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-

SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) via Wikimedia Commons 

Feedback Loops in a System Dynamics Model by National Cancer Institute [Public domain], via Wikimedia Commons 

The Matrix - Screenshot of the famous GLMatrix screensaver by Jamie Zawinski [Attribution], via Wikimedia Commons 

その他の画像は Python + NetworkX あるいは Wolfram Research Mathematica にて計算的に生成したものです。 
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