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【概要】 

 

１． 本間 裕大 助教 （Yudai Honma） ： 11：00～11：40（質疑応答含む） 

 

「情報社会システムにおける連鎖的流動の推定とその制御」 

 

人やものの流れは，改めて強調するまでも無

く，我々の情報社会を成立させるための“血

流”とも言うべきものである．試しに具体的

な例をいくつか挙げてみても，通勤や通学の

人の流れ，商品の流通，郵便，各種の情報流

等々，枚挙に暇が無い．本研究は，このよう

な情報社会システムにおける“流動”を，い

かに推定し，また制御すべきかに焦点を当て

数理的分析を試みるものである． 

このような情報社会における流動に対して

数学モデルを適用し，その再現や推定，予測を行うための手法は数多くの既存研究で提案さ

れてきた．これら先行研究の多くは，発生から集中という 2点間で定義される流動を分析の

対象としている．しかしながら，例えば人々の移動行動に着目すると，何ヶ所かの地点を連

続的に訪問することも頻繁に行われている．このように，複数の流動が連鎖的に結びつき，

互いに影響を及ぼしあいながら生じている現象―連鎖的流動―は，情報社会で数多く観察さ

れる．本研究では，特にこの連鎖的流動に着目し，種々の観点から推定・制御を行い得る，

新たなる数理的手法を提案する． 

 
" Estimating and Controlling a Sequence of Flows in Information Social Systems " 
 
It is certain that human, commodity, and information flows are “blood stream” in our 
social systems.  In fact, there are too many to enumerate; commuting flows, product 
distributions, the mail services, Internet services, and so on.  In this study, we discuss 



how to estimate and control the above social flows in terms of mathematical viewpoint.   
In previous researches, various mathematical models have been developed to reproduce 
and predict the social flows.  These models are developed to estimate simple flows from 
origin to destination.  However, for example, people frequently visit several 
destinations in a travel and makes a sequence of movements.  Such sequences of flows, 
which are sequentially connected and have reciprocal relation, are frequently observed 
in social systems.  In this point of view, the present study proposes a mathematical 
framework for estimating and controlling a sequence of flows.   
 
２．上條 良夫 助教 （Yoshio Kamijo） ： 11：50～12：30 （質疑応答含む） 
 

「検索連動型広告オークションに関する研究」 

 

インターネット環境の目覚しい発展は、経

済取引の伝統的手法であるオークションの

応用範囲を大幅に拡大するとともに、これ

までは考えられなかったような新しいタイ

プのオークションをも生み出した。Google 

や Yahoo! などの大手検索エンジンが提供

している検索連動型広告オークション（キ

ーワードオークション）などはその最たる

例であろう。キーワードオークションは，

インターネット検索エンジンの主たる収入

源であると同時に，現在世界で最も実施されているオークションである。本報告では，キー

ワードオークションの仕組みの推移の合理性についてゲーム理論の均衡モデルからの知見

を用いて説明しつつ，現行制度に対する代替的仕組みについて私と研究仲間たちで行った実

験室実験の結果について説明する。また、検索エンジンがオークションからの収入を増加さ

せるために行っている様々な工夫についても説明する。 

 

" An analysis of keyword auctions " 
 
A recent development of Internet broadens a range of applications of “auctions” and also 
generates a new type of auction which we didn’t have in the past. A keyword auction for 
selling advertisements on Internet search engines like Google and Yahoo! is one of the 
best examples. The Internet advertisement revenue via keyword auctions is a principal 
source of revenue of search engines. In this talk, I will explain how the mechanism of 



keyword auction has changed and what kinds of rationality exist behind this change 
from a game theoretic analysis. Then, I will report the results of experiments which we 
conducted to compare the performance of auction mechanisms. I will also explain the 
designs of auctions that improve the revenue via keyword auctions. 


