
情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

視界の限られた悲観的なプレイヤーによる辺交換ゲーム

吉村　正太郎1,a) 山内　由紀子 2

概要：本稿では，ネットワーク構成ゲームから派生した辺交換ゲームを考える．このゲームではグラフ上
の頂点であるプレイヤーが自身に接続する辺を交換することで自身のルーティングコスト，つまり他のプ

レイヤーまでの距離の総和を減少させる．さらに本稿では，各プレイヤーは k-近傍の頂点によって誘導さ

れる部分グラフしか見ることができず，限られた情報をもとに悲観的に行動する状況を考える．本稿では

このゲームの収束性と無秩序の代償を示す．

キーワード：ゲーム理論，辺交換ゲーム，局所知識，ダイナミクス，無秩序の代償

Basic Network Creation Games
by Pessimistic Players with Local Knowledge

Abstract: We consider basic network creation games which are delived from network creation games. In a
basic network creation game, each player is a node of a graph and it can “swap” one of its incident edges in
order to improve its routing cost, which is the sum of all lengths of shortest paths from itself to all players.
In this paper, we consider the case where each player u can see its k-neighborhood, which is the subgraph
induced by players whose distance from u is at most k. Thus each player behaves pessimistically based on
this local knowledge. We show the convergence and price of anarchy of these games.

Keywords: game theory, basic network creation game, local knowledge, dynamics, price of anarchy

1. はじめに

今日の社会基盤は電力送配網，携帯電話網，インターネッ

トといった多様なネットワークに支えられている．ネット

ワークを利用する上で発生する電力損失，通信遅延，料金と

いったコストを削減するために，それらに関わる送配網や

基地局配置の最適化，ネットワークの輻輳制御やルーティ

ングなどについての様々な研究が行われている．本研究で

はゲーム理論と分散協調理論の立場から，ネットワークの

構造や構成過程とコストの関係を解明することを目指す．

ネットワーク構成ゲームは，Fabrikantらが考案した戦

略形 n人ゲームである [3]．n人のプレイヤーは無向グラ

フの頂点として表現される．各プレイヤーは戦略として，
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どのプレイヤーとの間に辺を購入するかを決め，全プレイ

ヤーの戦略によりプレイヤー間の無向グラフが生成され

る．プレイヤーは辺 1本を買うごとに建設コスト αを支

払う．いずれかのプレイヤーが購入した辺は，どのプレイ

ヤーでも双方向に利用できるが，各プレイヤーは他の全プ

レイヤーとの距離に依存したルーティングコストを支払わ

なければならない．プレイヤーのコストはこの 2つのコス

トの和であり，これを最小化するために，利己的に戦略の

変更を行う．

Alonらはネットワーク構成ゲームの一種である辺交換

ゲーム (Basic Network Creation Game）を提案した [1]．

辺交換ゲームでは，各プレイヤーは辺交換，すなわち接続

している辺のうち１辺のみを他のプレイヤーにつなぎ変え

る操作しか認められていない．

ここまでに示したネットワーク構成ゲームや辺交換ゲー

ムは，各プレイヤーが現在のネットワークの形状を常に把

握していることを仮定している．しかし，これはインター

ネットのような大規模な計算機ネットワークの状況を十分
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に考慮しているとは言い難い．各プレイヤーが現在のネッ

トワークの形状といった大域的な情報を収集しながら意思

決定を行うには，膨大な通信を必要とするため，現実的な

仮定とは言い難い．Bilòらは，各プレイヤーが自身から距

離 k以内のプレイヤーによって誘導される部分グラフしか

知ることのできない状況でのネットワーク構成ゲームを提

案した [2]．このゲームでは，プレイヤーは遠方のプレイ

ヤーの戦略を知ることができないため，把握できないグラ

フについては，最悪の場合を想定して悲観的に戦略を変更

する．本稿では同様のプレイヤーによる辺交換ゲームを提

案し，ダイナミクスの収束性と無秩序の代償を示す．

本稿の結果によって従来の辺交換ゲームとプレイヤーの

視界を限定した辺交換ゲームとの共通点と相違点が明らか

になった．まず，2つのゲームに共通する性質として，ダ

イナミクスが有限回の戦略変更により収束するという有限

改善性を示す．次に，相違点として，従来の辺交換ゲーム

では，均衡となる木は星グラフだけであることが知られて

いるが [1]，視界が限られた場合は，k = 0, 1, 2, 3のときに

星グラフ以外の非効率な均衡点となる木が存在し，無秩序

の代償が PoA = Θ(n)となることを示す．

2. 準備

2.1 視界の限られた辺交換ゲーム

V をプレイヤーの集合とする．視界の限られた辺交換

ゲームでは，最初に V を頂点集合とする連結な無向グ

ラフ G0 = (V,E0)が与えられる．この G0 を初期ネット

ワークと呼ぶ．ここで，プレイヤー u ∈ V の戦略空間は

2V \{u} である．G0 における各プレイヤーの初期戦略の組

σ0 = (σ0
u)u∈V は以下の手順によって構成される．

( 1 ) すべてのプレイヤー u ∈ V に対して，σ0
u = ∅とする．

( 2 ) 初期ネットワークの各辺 (u, v) ∈ E0 に対して，

σ0
u = σ0

u ∪ {v}，σ0
v = σ0

v ∪ {u}とする．
G(σ) = (V,E(σ)) を V 上のプレイヤーの戦略の組

σ = (σu)u∈V によって生成されるグラフとする．ここ

で，E(σ) = {(u, v) : u ∈ σv ∧ v ∈ σu}である．この記法を
用いると G0 = G(σ0)と書ける．

各プレイヤーは現在のグラフGによって決まるコストを

支払う．プレイヤー uがグラフ Gにおいて支払うコスト

cG(u)は以下の式で与えられる．

cG(u) =
∑
v∈V

dG(u, v)

ここで dG(u, v)は，グラフ Gにおけるプレイヤー uと v

との距離である．ただし，グラフが非連結である場合は

cG(u) = ∞と定義する．
視界の限られた辺交換ゲームでは，視界の大きさ kが与

えらえる．各プレイヤーは，kの値を知っており，グラフ

Gi において，プレイヤー uから距離 k 以内の位置にいる

プレイヤーの集合を V u,k としたときに，プレイヤー uは

V u,k によって誘導される部分グラフGu,k
i = Gi[V

u,k]を得

る．これを uのGにおける視界と呼ぶ．さらに，各プレイ

ヤーは全プレイヤー数 nの値を知らないものとする．

各プレイヤーは自分のコストを小さくするために辺交

換と呼ばれる操作を行う．グラフ Gi = G(σi) がプレイ

ヤー u の辺交換により，グラフ Gi+1 に変更した場合を

考える．集合 AGi
(u) = σi

u × (V (Gu,k
i ) \ (σi

u ∪ {u})) を u

の Gi における次行動と呼ぶ．プレイヤー u はこの集合

の要素 (x, y) ∈ AG(u)を一つ選び，(x, y)と σi をもとに

新たな戦略の組 σi+1 を構成する操作を辺交換と呼ぶ．こ

こで，新たな戦略の組 σi+1 は，σi+1
u = (σi

u \ {x}) ∪ {y},
σi+1
x = σi

x \ {u}, σi+1
y = σi

y ∪ {u}, それ以外のすべてのプ
レイヤー v ∈ V \ {u, x, y}については σi+1

v = σi
v によって

構成される．直感的には，辺交換は Gi から辺 {u, x}を削
除し，辺 {u, y}を加えた新たなグラフ Gi+1 = G(σi+1) を

生成することを意味する．

各プレイヤーは視界が限られているために実際のコス

トを計算することができない．すべてのプレイヤー v は

以下に述べる方法で悲観的に考えてもコストを改善でき

る次行動の部分集合 PG(v) ⊆ AG(v)を計算し，PG(v)の

要素から (x, y) を選び辺交換を行う．プレイヤー v は各

(x, y) ∈ AG(v)に対して PG(v)に入れるかどうかを検討す

る際に，(x, y)に対して全体のグラフとして v のコストの

改善が最も小さいものを考える．そのようなグラフを想定

してコストの計算を行った場合でも，(x, y)に基づいた辺

交換によって，辺交換前よりも自分のコストを削減できる

場合に，(x, y)を PG(v)に含める．

形式的には，以下のように述べられる．G を，Gv,k
i を

部分グラフとしてもつ連結な無向グラフの集合とする．要

素となるグラフの，頂点数については定められていないた

め，G は無限集合となりうる．ここで，vが Gv,k
i において

(x, y)に基づく辺交換を実行した際の最悪時のコスト改善

分 ∆(Gv,k
i ;x, y)を以下のように定義する．

∆(Gv,k
i ;x, y) = max

H∈G
(cH(v)− cH′(v))

ただし，H ′ = (V (H), (E(H) \ {{v, k}}) ∪ {{v, y}}) であ
る．また，H の頂点数を大きなグラフを想定すればするほ

ど∆(Gv,k
i ;x, y)の値をいくらでも小さくできる場合が考え

られる．その場合は，∆(Gv,k
i ;x, y) = −∞と定義すること

にする．この ∆(Gv,k
i ;x, y)を用いて PG(v)を，

PG(v) =
{
(x, y) ∈ AG(v) : ∆(Gv,k

i ;x, y) > 0
}

と定義する．このとき PG(v) ̸= ∅であれば Gにおいてプ

レイヤー vは不幸であると呼ぶことにする．また，不幸な

プレイヤーが存在しないようなグラフを安定なネットワー

クもしくは均衡と呼ぶことにする．

ある初期ネットワーク G0 が与えられたとする．このと
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き，以下の手順によって生成されるグラフの列G0, G1, G2, ...

が生成される．

( 1 ) i = 0 とする．U0 をグラフ G0 において不幸なプレイ

ヤーの集合とする．

( 2 ) プレイヤー v ∈ Ui が一人選ばれる．（このプレイヤー

を動作プレイヤーとよぶ．）

( 3 ) 動作プレイヤー vは，PGi(v)の中から，要素 (x, y)を

１つ任意に選び，それをもとに辺交換を行う．辺交換

後のグラフを Gi+1 とする．

( 4 ) i = i+ 1とする．Ui をグラフ Gi において不幸なプレ

イヤーの集合とする．もし，Ui ̸= ∅の場合，2に戻る．
Ui = ∅であれば Gi は安定なネットワークなので終了

する．

さらに，本稿ではゲームの初期ネットワークは木である

と仮定する．辺交換を行ってもグラフ全体の辺の本数は変

化しないので，生成されるグラフ列に出現するグラフはす

べて木である．k = 0, 1, 2の場合，次の補題が成立する．

補題 1. 視界の限られた辺交換ゲームにおいて k = 0, 1, 2

のとき，任意の木 T は安定なネットワークである．

2.2 有限ステップで均衡に収束するゲーム

Games having the finite improvement property (FIPG)

はいかなる初期状況からゲームを始めた場合でも各プレイ

ヤーが自身のコストを減少するように戦略を変更すれば，

必ず有限回のステップで均衡に収束するゲームの集合であ

る [4]．特に，この FIPGの部分集合として poly-FIPG が

ある．これは，FIPGに属するゲームの中でも，収束に要

するステップ数がゲームのサイズの多項式であることが保

証されているゲームの集合である．本稿におけるゲームの

サイズとはプレイヤー数 nのことである．

2.3 辺交換ゲームの無秩序の代償

本稿で使用する無秩序の代償を定義する．まず，グラフ

G = (V,E)の社会的コスト SC(G)を以下の式で定義する．

SC(G) =
∑
v∈V

cG(v)

初期ネットワークとして頂点数 nで辺の数が mのグラフ

が与えられたとする．このとき，視界が kに限られた辺交

換ゲームにおいて無秩序の代償は以下の式で与えられる．

PoA =
maxG∈Ḡn,m,k

SC(G)

minG′∈Gn,m SC(G′)

ここで，Gn,m は，頂点数 nで辺の数がmであるようなグ

ラフの集合であり，Ḡn,m,k は，視界の広さが kで与えられ

たときに安定であるような，頂点数 nで辺の数がmのグラ

フの集合である．本稿では，初期ネットワークとしてとし

て木のみを扱うので，辺交換によって生じるグラフ列に現

れる各グラフもすべて木となる．そのため実際には Gn,n−1

と Ḡn,n−1,k を考えている．

無秩序の代償は均衡の非効率さを表す指標である．この

値が大きいほど一番社会的に望ましい状況に比べて格段に

悪い状況でゲームが均衡に陥ってしまう可能性があるとと

らえることができる．また定義より，PoAの値は必ず 1以

上である．PoAの値が 1に近いほどこのゲームは最適な社

会コストに近い社会コストの均衡点しか存在しないととら

えられる．

3. 均衡への収束性

Lenznerは，従来の辺交換ゲームにおいて，初期ネット

ワークを木に限定したゲームは，poly-FIPGに属すること

を示した [5]．ここでは，初期ネットワークを木に限定し

た，視界の限られた辺交換ゲームが poly-FIPGに属するこ

とを示す．

補題 2. 視界の限られた辺交換ゲームにおいて初期ネット

ワークを木としたとき，このゲームは FIPGに属する．

証明. 関数 Φ(G) =
∑

v∈V cG(v) を定義する．Φ はこの

ゲームにおけるポテンシャル関数であり，視界の限られた

辺交換ゲームはポテンシャルゲームである．ポテンシャ

ルゲームの有限改善性より，このゲームは FIPG に属す

る．

さらに，木の一種である星グラフ（図 1）とパスグラフ

（図 2）の性質を考える．これらのグラフについては，以下

の補題が成立する．

補題 3. 視界の限られた辺交換ゲームにおいて，星グラフ

は安定なネットワークである．

補題 4 ([5]). 辺交換ゲームにおいて，星グラフは同じ頂点

数の木の中で最小の社会的コストをもつ．

補題 5 ([5]). 辺交換ゲームにおいて，パスグラフは同じ頂

点数の木の中で最大の社会的コストをもつ．

図 1 頂点数 6 の星グラフ 図 2 頂点数 4 のパスグラフ

これらの補題を用いて，以下の定理を証明する．

定理 6. 視界の限られた辺交換ゲームにおいて初期ネット

ワークを木としたとき，このゲームは poly-FIPGであり，

任意の初期ネットワークから高々O(n3)ステップで安定な

ネットワークに収束する．

証明. 補題 2より，視界の限られた辺交換ゲームには社会

的コスト Φ(G) =
∑

v∈V cG(v)をポテンシャル関数として

持ち，辺交換によって Φ(G)の値は少なくとも 2だけ減少

する．また，補題 3,4,5より安定なネットワークに収束す
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るためのステップ数の上界は，

n3−n
3 − (2n2 − 4n+ 2)

2
= O(n3)

よって均衡へ収束するために要するステップ数が頂点数の

多項式でおさえられるため，視界の限られた辺交換ゲーム

は poly-FIPGである．

4. k = 0, 1, 2, 3における均衡

補題 1より，k = 0, 1, 2の場合は，あらゆる木が安定な

ネットワークになる．したがって，本章で考えるのは特に

k = 3の場合である．k = 3の場合は，k = 0, 1, 2の時のよ

うにあらゆる木が安定であるわけではないが，パスグラフ

と同じように社会的コストのオーダーが最大のΘ(n3)とな

るグラフを示す．

ここで，p ≥ 1に対して目的のグラフの構成方法を示す．

まず，1 ≤ i ≤ pに対して，p個の同型な木

Hi = ({ai, bi, ci, di, ei} ,

{{ai, bi}, {bi, ci}, {bi, di}, {bi, ei}})

を定義する．また，i = 0, p+ 1に対して，2個の同型な木

Hi = ({ai, bi, ci, di} , {{ai, bi}, {ai, ci}, {ai, di}})

を定義する．これらのHi をもとに，TFP(p)を以下に定義

する（図 3）．

TFP(p) =

(
p+1∪
i=0

V (Hi),

p+1∪
i=0

E(Hi) ∪
p∪

i=0

{{ai, ai+1}}

)

図 3 p = 7 のときの TFP(p)

補題 7. 視界が限られた辺交換ゲームにおいて k = 3のと

き，TFP(p)（p ≥ 1）は安定なネットワークである．

このグラフが生成できるのは，プレイヤー数が n = 5p+8

(p ≥ 1)で与えられる時のみであるが，このグラフを元に

任意のプレイヤー数 n ≥ 13に対して星グラフではない木

の安定なネットワークを構成することができる．

補題 8. 視界が限られた辺交換ゲームにおいて k = 3のと

き，任意のプレイヤー数 n ≥ 13に対して，星グラフでは

ない木の安定なネットワークが存在する．

補題 1，補題 4，補題 5，補題 8 をもとに k = 0, 1, 2, 3の

時の無秩序の代償を調べると以下の定理が得られる．

定理 9. 視界が限られた辺交換ゲームにおいて，k = 0, 1, 2, 3

とし，初期ネットワークを木に限定したとき，PoA = Θ(n)

である．

5. k ≥ 4における均衡

k ≥ 4の場合は，安定なネットワークとなる木は，星グ

ラフ以外に存在しないことを示す．

定理 10. 視界が限られた辺交換ゲームにおいて k ≥ 4の

とき，木の中では星グラフが唯一の安定なネットワークで

ある．

補題 4と定理 10より k ≥ 4のときは社会的コストが最

小となるグラフと社会的コストが最大となる安定なネット

ワークがいずれも星グラフとなる．

系 11. 視界が限られた辺交換ゲームにおいて k ≥ 4のと

き，初期ネットワークが木ならば，PoA = 1である．

6. まとめと今後の課題

本稿では，視界の限られた辺交換ゲームについて，ダイ

ナミクスの収束性と視界の広さ kと安定なネットワークの

関係を示した．

今後の課題は，プレイヤーの戦略変更の基準とコスト関

数が今回のゲームの収束性や PoA に与える影響である．

Lenznerは，従来の辺交換ゲームで毎回最も大きいコスト

を持つプレイヤーがコストを最も大きく減らせるように辺

交換を行うと高々 O(n) ステップで星グラフに収束するこ

とを示した [5]．視界の限られた場合にも同様に高速に収

束するのかは未解決である．

Alonらは，他のプレイヤーまでの距離の中で最大のもの

をコストとする辺交換ゲームを提案した [1]．このゲーム

に対するプレイヤーの視界の影響を調べることが，２つ目

の課題である．

謝辞

来嶋秀治准教授の重要なご助言に感謝します．

参考文献

[1] N. Alon, E. D. Demaine, M. T. Hajiaghayi, and T.
Leighton. Basic network creation game. J. on Discrete
Math. 27, 2, pp. 656–668, 2013.
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