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ブロックグラフにおける２人プレイヤー拡散競争ゲームの
ナッシュ均衡の存在性

福薗 菜央佳1,a) 木谷 裕紀2,b) 土中 哲秀2,c) 小野 廣隆3,d)

概要：拡散競争ゲームとは、社会的ネットワークを通じて情報が順に拡散して行く様子を、グラフ上にゲー
ムとしてモデル化したものである. これまで様々なグラフにおけるナッシュ均衡について研究されており,

特に木における２人プレーヤーゲームでは必ずナッシュ均衡が存在することが知られている. 本研究では、

特徴的なクリーク構造をもつグラフであるブロックグラフを対象として, そのナッシュ均衡の存在性につ

いて考える. その結果, ブロックグラフにおける２人プレーヤーゲームでもナッシュ均衡が必ず存在にする

ことを示す.
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Nash Equilibria for Competitive Diffusion Games on Block Graphs

Fukuzono Naoka1,a) Kiya Hironori2,b) Hanaka Tesshu2,c) Ono Hirotaka3,d)

Abstract: The competitive diffusion game is a game-theoretic model to analyze information diffusion on
social networks. Many researchers study the existence of a Nash Equilibrium on various graphs and it is
known that 2-player competitive diffusion games on tree always have a Nash Equilibrium. In this paper,
we investigate the 2-player diffusion game on block graphs, which have distinguishing clique structures, and
show that a Nash Equilibrium always exists.
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1. はじめに

情報の社会的ネットワークを介した拡散は古くから研

究対象となっており, Twitterや Facebookなどの SNSの

登場によりそれらの可視化が容易になっている. 拡散競争

ゲームとは, 情報が社会的ネットワークを通じて順に拡散
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していく現象をグラフとしてモデル化したものである [1].

このモデルでは, 頂点を個人, 辺を個人間のつながりと想定

しており, 各プレイヤーがある頂点に情報を送ると, 時刻が

経過するごとにその頂点の隣接点に段階的にその情報が拡

散していく. 一度あるプレイヤーから情報を受け取った頂

点は, 別のプレイヤーからの情報を受け取ることはなく, ま

た, 複数のプレイヤーから同時に情報を送信された頂点は

どちらの情報も受け取らず, その後も情報を受け取ること

はないと仮定している. 各プレイヤーの利得は, 自分から

情報を受け取った頂点の総重みで定義され, 各プレイヤー

の目的は自分の利得を最大化するように頂点を選ぶことで

ある. また, ナッシュ均衡とはどのプレイヤーも戦略を変

えることによって自分の利得を増やすことができない安定

した状態のことをいう.
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本研究では, 2人プレイヤー拡散競争ゲームのナッシュ

均衡の存在性について考察する. これまでは, 様々なグラ

フクラスにおけるナッシュ均衡の存在性について研究され

ており, 例えば, 連結でサイクルを持たないグラフである

木において, 常にナッシュ均衡が存在することが示されて

いる [5]. 閉路を含むグラフでは, 2人プレイヤー拡散競争

ゲームにおいて, サイクル, 長さ 5以上のカクタス, グリッ

ドにおいて常にナッシュ均衡が存在することが示されてい

る [4], [6] .

また, 閉路にも常にナッシュ均衡が存在するが，閉路構

造を木状に連結したグラフであるカクタスでは，閉路が一

つであったとしてもナッシュ均衡が存在しない場合があ

る．しかし，上述のようにカクタスであってもそれを構成

する閉路がすべて 5頂点以下からなる場合においてはナッ

シュ均衡が存在する．このことを考えると，ナッシュ均衡

の存在性と閉路長には何らかの関連があることが予想され

る．一方，カクタスにおける閉路はいずれも誘導閉路であ

り，一般的な意味での閉路を含むグラフとは異なる性質を

持っている可能性がある．例えば，（ナッシュ均衡が存在し

ない 6以上の長さの閉路を持つ）カクタスにおいて閉路を

すべて完全グラフに置き換えたようなグラフは 6以上の長

さの閉路を持つが，このようなグラフに対してはナッシュ

均衡が存在しないままであろうか，あるいは必ず存在する

ようになるのだろうか．

このような視点から, 本研究ではカクタスにおける閉路

を完全グラフに置き換えた形をとるグラフである, ブロッ

クグラフにおいて必ずナッシュ均衡が存在することを示す.

本論文の以降の構成は以下の通りである. 2節では拡散

競争ゲームの定義とブロックグラフの定義を行う. 3節で

ナッシュ均衡の存在性を示す. 4節では結果をまとめると

ともに今後の展望について述べる.

2. 準備

2.1 拡散競争ゲーム

無向グラフ G = (V,E)における 2人プレイヤー拡散競

争ゲームは以下のようにして行われる.

時刻 1

各プレイヤーは, 一つの頂点 v ∈ V を選択する. こ

の頂点を初期点と呼ぶ. v がただ一人のプレイヤー

i(i = 1, 2)に選択されている場合, vはプレイヤー iに

支配され, 複数のプレイヤーに選択された場合, vは各

時点において, どのプレイヤーにも支配されることの

ない中立点となる.

時刻 t(t ≥ 2)

v ∈ V に対して,

( 1 ) v が中立点でなく, 時刻 t − 1 までにどのプレイ

ヤーにも支配されていない.

( 2 ) v がプレイヤー iに支配されている頂点を隣接点

に持ち, プレイヤー j(i ̸= j)に支配されている頂

点を隣接点に持たない.

上の二つを満たすとき, vはプレイヤー iに新たに支配

される. v が (1)を満たしている状態で, v の隣接点を

支配しているプレイヤーが複数存在する場合, v は中

立点となる.

どのプレイヤーもこれ以上頂点を支配できなくなったと

きに, ゲームは終了する.

ここで, 時刻 1でプレイヤー 1が s1, プレイヤー 2が s2

を選んだときの頂点（初期点）の組, すなわち戦略の組を

s = (s1, s2)（s1,s2 ∈ V）と表す. このとき, プレイヤー i

の利得 Ui(s)は, 戦略の組 sのもとでゲーム終了時にプレ

イヤー iが支配していた頂点の総重みとして定義される.

sに対し, 戦略 (s−i, v
′)をプレイヤー iが si の代わりに

v′ を選択したとすると, 以下を満たすときに sはナッシュ

均衡であるという:

∀i ∈ {1, 2},∀v′ ∈ V,Ui(s−i, v
′) ≤ Ui(s).

すなわち, それぞれのプレイヤーに対して, 他のプレイ

ヤーの戦略を固定した上で自分の戦略を変えても自分の利

得を増やすことができないということが成り立つ時の戦略

の組は, ナッシュ均衡であるという.

2.2 ブロックグラフ

グラフ G = (V,E)のすべての 2連結成分がクリークで

あるとき, Gをブロックグラフまたはクリーク木という [3]

. クリークとは, グラフ G = (V,E)の頂点の部分集合を

C(C ⊆ V )としたとき, C に属するあらゆる 2つの頂点を

つなぐ辺が存在するものである [2].

木はブロックグラフに含まれる. また, ブロックグラフ

は, 木の頂点を辺やクリークで置き換えたグラフとみなす

ことができる. ブロックグラフは, 弦グラフの部分クラス

であり, 例を図 1で示す.

図 1 ブロックグラフの例
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3. 主結果

はじめに, プレイヤー 1とプレイヤー 2の選択した頂点

の隣接に関して, 以下のことがいえる.

命題 1. ブロックグラフG = (V,E)における戦略 (x, y)に

対して {x, y} /∈ Eならば {x′, y} ∈ Eとなる点 x′に対して

U1((x
′, y)) > U1((x, y))

同様に {x, y′} ∈ E となる点 y′ に対して

U2((x, y
′)) > U2((x, y))

となる.

証明. {x, y} /∈ E とすると, 頂点 xと y の間に距離 1のパ

スが存在しないため, 少なくとも一つの頂点が存在すると

いうことになる. このとき, プレイヤー 1が頂点 xと y の

間の頂点 x′ を選択したとき, 支配できる頂点の数は増加す

る. また, プレイヤー 2が頂点 xと yの間の頂点 y′ を選択

したとき, 支配できる頂点の数は増加する. よって, プレイ

ヤー 1, 2が選択する頂点が隣接するまで支配できる頂点の

数は増加することになる.

系 1. ブロックグラフG = (V,E)における戦略 (x, y)(x, y ∈
V )がナッシュ均衡ならば {x, y} ∈ E となる. すなわち x,

yを含む極大クリーク C が存在する.

グラフ H をグラフ Gの部分グラフとするとき, 極大ク

リークとは, 以下の条件を満たすグラフ H のことを指す.

H がクリークと同じ形かつ H の各頂点に隣接するような

頂点 vが存在しない.

プレイヤー 1とプレイヤー 2の利得について考える. プ

レイヤー 1とプレイヤー 2が同じ極大クリーク C 上の頂点

x, yをそれぞれ選んだときの利得は, プレイヤー 1は, 選ん

だ点 xに対して C 側を根と見立てた部分木の総重みとな

り, プレイヤー 2は, 選んだ点 y に対して C 側を根と見立

てた部分木の総重みとなる. 根とは, ある頂点を選んで一

番上であると決め, その頂点を基準として複数の頂点の上

下関係を考えるとき, 一番上の頂点のことを指す. また, 本

研究では一番上であると決めているのは頂点ではなく, ク

リークを考えているため, クリーク自体を根としている.

このときのプレイヤー 1の利得を

U1(x, y) = w(C, x)

プレイヤー 2の利得を

U2(x, y) = w(C, y)

と表す. また, プレイヤー 1 においてこのような選択を,

「C において, xを選ぶ」, 「C における xの利得」などと

いう.

図 2 で先ほどのプレイヤー 1 の利得 U1(x, y) である

w(C, x)について説明すると, 黒く塗られた頂点を全て含む

極大クリークを Cとする. このとき, 頂点 xにおける C 側

を根と見立てた部分木の総重み w(C, x)は, 四角で囲まれ

た頂点の総重みとなる.

図 2 w(C, x) について

次に, プレイヤー 1, プレイヤー 2の戦略におけるナッ

シュ均衡について考える.

C = u1, u2, · · ·uk に対して

w(C, u1) ≥ w(C, ul) (l = 2, · · · k)

w(C, u2) ≥ w(C, um) (m = 3, · · · k)

と定義したとき,以下のことがいえる.

命題 2. プレイヤー 1, プレイヤー 2がクリーク C 上の点

x, yをそれぞれ選択していて, ナッシュ均衡となるのは,

x = u1, y = u2

のときである.

つまり, プレイヤー 1, プレイヤー 2は C における最大

の利得を実現する頂点 u1, 二番目に大きい利得を実現する

頂点, u2 をそれぞれ選択している. そのため, u1 を選択し

ているプレイヤー 1は他の点に戦略を変更しても, 利得は

減少するため戦略を変更しようとはせず, プレイヤー 2も

他の点に戦略を変更しても, 利得は減少するため戦略を変

更しない.

以下では, u1, u2 を同時に含む極大クリークを C∗ とす

る. また, u1 = uC∗

1 と表し, クリーク C∗ は, k 個の頂点

(uC∗

1 , uC∗

2 , · · ·uC∗

k ) からなるクリークで, これらの頂点は

w(C∗, uC∗

1 ) ≥ w(C∗, uC∗

2 ) ≥ · · · ≥ w(C∗, uC∗

k ) を満たすも

のとする.

定理 1. maxC uC∗

2 を達成する C∗ において, 戦略の組

(uC∗

1 , uC∗

2 )はナッシュ均衡となる.

証明. クリークにおいて, 命題 2より, プレイヤー 1が uC∗

1 ,

プレイヤー 2が uC∗

2 を選んでいるとする. ここで, 戦略の

組 (uC∗

1 , uC∗

2 )がナッシュ均衡でないと仮定すると, プレイ

ヤー 1またはプレイヤー 2は別の点に戦略を変えると効用

が増加するということになる. しかし, プレイヤー 1は自
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分の利得が最大になるような点を選んでいるため、他の点

に戦略を変えることはない. よって, 戦略を変えるならば,

プレイヤー 2となる. プレイヤー 2が戦略を変えるとする

ならば, 命題 1より, uC∗

1 を含むクリーク C∗以外のクリー

ク C ′ 上の点 vとして一般性を失わない.

図 3 C′ の具体例

よって, プレイヤー 2の利得は戦略を uC∗

2 から vに変更

することで増加するため,

U2(u
C∗

1 , v) = w(C ′, v) > U2(u
C∗

1 , uC∗

2 ) = w(C∗, uC∗

2 )

(1)

また, w(C ′, uC∗

1 )は C ′ を根とした u1以下の総重みであ

る. この部分木は C∗ を根とした uC∗

2 以下の部分木を真に

含むため,

w(C ′, uC∗

1 ) > w(C∗, uC∗

2 ) (2)

また C∗ の定義より,

w(C∗, uC∗

2 ) > w(C ′, uC′

2 ) (3)

(1), (2), (3)を合わせると

w(C ′, uC∗

1 ), w(C ′, v) > w(C ′, uC′

2 )

これは, v ̸= uC
1 であるから, C ′上の点で 2番目に大きいと

いう u2 の定義に反する. よって定理 1は示された.

4. おわりに

本研究では, 極大クリークの総重みに注目をし特徴づけ

を行うことで, ブロックグラフにおける 2人プレイヤー拡

散競争ゲームでは, ナッシュ均衡が必ず存在することを示

した. 今後の課題としては, スプリットグラフやコーダル

における 2人プレイヤー拡散競争ゲームでのナッシュ均衡

の存在についての特徴づけや, 他のグラフクラスにおける

ナッシュ均衡の存在性に関する考察も課題である.
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