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本書はグラフの上の確率的対象を取り扱っている. もう少し具体的には,

グラフの上の確率過程, グラフの上の確率場とその時間発展を考察してい
る. これには多様なモデルがあり, その解明は物理学に元来の動機をもつ
ものが多いが, 数学としても興味深い対象である. 本書は 12章からなり,

扱うトピックは多岐にわたっている. 以下で各章について内容を紹介して
いく. 簡単な記述にとどまった章もあり, また用語や主張は厳密には述べ
ていないので, 詳細に関しては本書を参照していただきたい.

第 1章 Random walks on Graphs: ここでは有限または無限連結
グラフ上のランダムウォーク (Markov連鎖)についての基礎事項がまと
められている. グラフ上の流れ (flow)の概念を用いて, Kirchhoffの法則,

Ohmの法則といった電気回路の理論に起源を持つ性質を述べた後, エネル
ギーと有効抵抗を定義し, Thomsonの原理, Rayleighの原理を述べている.

特徴的なのは, 有限グラフにおいて, その中のある種の全域木 (spanning

tree)の数え上げの観点から, Kirchhoffの法則を満たすグラフ上の流れを
定義できることを証明していることである (定理 1.16). 後半では整数格子
上の単純ランダムウォークを扱っている. それは 2次元では再帰的である
が, 3次元以上では再帰的でない, ということを主張する Pólyaの極めて
基本的な定理を述べ, 3次元では再帰的でないことに対し 2通りの証明を
与えている. 最後の節でグラフ理論の最も基礎的な部分の用語について解
説しており, 不慣れな読者には便利である.

第 2章 Uniform spanning tree: 本章ではまず有限グラフ内の全域
木のなす集合上の一様な分布を定義し, グラフ内の一辺が全域木に含まれ
る事象について負の相関を示している. 証明では上で述べた第 1章の定理
1.16が重要な役割を果たす. 次に一様全域木をループ除去ランダムウォー
クを用いて生成するWilsonのアルゴリズムについて述べている. 記述が
やや簡潔であるようにもみえるので, 例えば Barlow, Jordán and Zukの
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レクチャーノート [2]1 の第 1章も合わせて読めば理解が深まるであろう.

後半では, 整数格子全体での一様全域木の分布を弱極限によって定義し,

更にループ除去ランダムウォークと一様全域木のスケール極限として現れ
る確率過程である Schramm-Löwner evolution(SLE)について, ごく簡単
に紹介している.

第 3章 Percolation and Self-avoiding walks: 本章ではランダムな
グラフのモデルのうち典型的である Bernoulli型のパーコレーション, す
なわち, ある無限連結グラフ上において, 各辺 (もしくは各頂点)を確率 p

で選びとるときに形成される部分グラフの性質を述べている. 直感的に
は, pを大きくするにつれて, ある固定された点についてそれを含む連結
成分のサイズが大きくなると推測できるが, それが無限大になる確率が正
になる pの下限を pcで表し臨界確率 (critical probability)という. ここで
は次元が 2以上の整数格子上の臨界確率について, 0 < pc < 1であるとい
う基本的な結果を示している. その証明において自己回避ランダムウォー
ク (self-avoiding walk)の導入を行っている. 後半では, ある固定された点
から出発する長さ nの自己回避ランダムウォークの個数の (n → ∞とし
たときの)漸近挙動に関する量である連結性定数 (connective constant)を
定義し, Duminil-Copin and Smirnov [5] による六角格子の連結性定数が√
2 +

√
2であることの証明を詳しく述べている. ここの部分は第 2版で

新たに追加された比較的新しい研究成果である. 最後の 2節でパーコレー
ションのパラメータ pについてのカップリングと, 有向パーコレーション
について短く紹介している.

第 4章 Association and influence: この章はパーコレーションの
研究で頻繁に用いられる結果をまとめてあり, 道具箱の役割を果たしてい
るといえる. 本章の内容は著者自身による本 [7]が詳しく, 合わせて読む
と理解が深まるであろう. まず 2つの確率測度の支配 (domination)関係
の十分条件を与える Holleyの不等式を述べ, それの系として最も基本的
な結果の一つである Fortuin-Kasteleyn-Ginibre(FKG)不等式を導いてい
る. 更に van den Berg-Kesten(BK)不等式を述べているが, その証明は
[7]より簡潔になっている. これらの不等式は 2つの事象のある種の「結
合 (association)」と思える事象の確率についての評価を与える. 中頃で,

やや唐突であるが有界差分マルチンゲールの末尾確率の評価を与える吾
妻-Hoeffdingの不等式を述べている. これはランダムなグラフの研究以外
でもよく用いられる結果である. 後半では, 一つの辺（または頂点）のみ
の状態を変える行為が事象の成立する確率に及ぼす影響 (influence)が調
べられている. Kahn-Kalai-Linialの結果を示し, それを用いてその「連続
版」への拡張であるBourgain-Kahn-Kalai-Katznelson-Linialの結果を示

1この本の日本語による書評 [12]がある.
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している. 最後に Russoの定理と合わせて, Friedgut-Kalaiによる, 有限
グラフ上のパーコレーションの増加事象の確率には pについて急激に変化
(sharp threshold)する区間が存在する, という結果を導いている. この章
は次の 5章と合わせて本書の中で最も濃密な内容になっている.

第 5章 Further percolation: パーコレーションの性質は, 劣臨界相
(p < pc)であるか優臨界相 (p > pc)であるかで大きく異なっている. この章
の前半では各々の相における基本的で重要な結果である, Aizenman-Barsky

とMenshikovによって独立に得られた劣臨界相における 2点が結ばれる
確率の指数減衰の結果と, Aizenamnn-Kesten-Newmanによる優臨界相に
おける無限クラスターの一意性を中心に述べている. Aizenman-Barskyと
Menshikovの結果の証明は, Duminil-Copin and Tassionによる新しい手
法 [6] を用いており, わずか 3ページで明快に証明されている. 後半では
2次元の場合を扱っている. この場合は planar dualityと呼ばれる双対性
を用いることができるという特徴がある. 2次元整数格子の辺についての
パーコレーションに対して pc = 1/2であることを主張するHarris-Kesten

の重要な定理を述べ, 比較的難しい部分である pc ≤ 1/2の証明に 3通り
もの異なる証明を与えている. 1つ目は Aizenman-BarskyとMenshikov

の結果を用いる短い証明である. 2つ目は, 少し長いが, Aizenman-Barsky

とMenshikovの結果を用いない証明である. これは Smirnovの未発表結
果であり, Kestenのオリジナルな証明に類似している. 3つ目は 4章で扱
われた sharp thresholdを用いる証明である. 更に, 2次元の三角格子の点
についての (臨界確率における)パーコレーションについて, Smirnovの
Fields賞受賞の契機の一つになった Cardyの公式の証明 [10] を扱ってい
る. 複素平面内の境界が滑らかな単連結領域を三角格子で近似し, 境界上
の相異なる 2つの「区間」どうしが領域の内部を通って結ばれる確率 (横
断確率)を考えるとき, 三角格子の一辺の長さを小さくして元の単連結領
域に「近づけて」いくときの横断確率の極限に関する驚くべき主張である.

本書では領域が正三角形の場合の証明を詳しく解説し, 一般の領域の場合
は, 正三角形の場合とおおむね同様であるとしてごく短くまとめられてい
る. 一般の領域の場合の詳細はBollobás and Riordanの本 [4]の 7章も参
考になろう. 最後の節で, 2次元の三角格子の点についてのパーコレーショ
ンの臨界確率が 1/2であるという結果を, sharp thresholdを用いて比較的
簡潔に証明している.

第 6章 Contact Process: 病気の伝搬モデルである接触過程 (contact

process)を扱っている. これは時間発展するモデルであるが, 伝搬の強さ
を表すパラメータがある. それが小さいときと大きいときとで伝搬の仕方
に大きな差があり, このような意味でパーコレーションの相転移現象と類
似している. 接触過程の重要な性質である双対性について述べた後, グラ
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フが整数格子の場合に実際に臨界確率を定義し, 3章で扱った有向パーコ
レーションの議論の類似により臨界確率の値の評価を行っている. 更にグ
ラフが木の場合の接触過程を調べ, 死滅, 弱生存, 強生存の 3つの相に分離
されることを示している.

第 7章 Gibbs States: 有限グラフ上の確率場, すなわちグラフの各頂
点に数値が (ある分布に従って)ランダムに割り当てられているモデルを考
察している. ただしここではBernoulli型のパーコレーションとは異なり各
頂点ごとに独立ではないものを念頭においている. そのような場合, 各頂
点の数値を表す確率変数どうしで独立でないものを組にして dependency

graphと呼ばれる新しいグラフが定まる. Dependency graphの部分完全
グラフを用いることで, 分布をいくつかの関数の積の形で書けることを示
している. 引き続いてグラフ上の確率場のモデルのうち重要なクラスであ
るMarkov確率場, Gibbs確率場を定義している. Markov確率場は確率過
程のMarkov性に類似した条件をみたすものであり, 一方Gibbs確率場は
統計物理学で現れるGibbs状態に起源を持つものである. これらは見かけ
上は大きく異なるのだが同値であることを証明している. 最後に統計物理
学で現れる強磁性のモデルである Ising模型と Potts模型, また一般化で
あるO(n)モデルについて, ごく簡単に紹介している.

第 8章 Random-Cluster Model: 本章は後半部分のハイライトであ
る. ランダムクラスターモデルは Fortuinと Kasteleynによって, 電気回
路, パーコレーション, Ising模型, Potts模型の統一的理解を目指して導入
された. これはある有限グラフに基づいて生成されるランダムなグラフの
モデルである. 頭文字をとってFKモデルと呼ばれることも多い. パラメー
ターとしては p ∈ [0, 1], q > 0の 2種類があり, q = 1の場合がBernoulli型
の辺についてのパーコレーションである. ランダムクラスターモデルにお
いて 2点が結ばれる確率は, Potts模型における 2点相関関数を用いて記
述できることが示されている. ランダムクラスターモデルは有限グラフに
対して定義されるものだが, 無限体積極限をとることで整数格子全体へと
広げることができる. これにより, qを固定するごとに, Bernoulli型パー
コレーションのときと同様に臨界確率 pc(q)を定義できる. ただし, 元の有
限グラフの境界部分の条件付けの方法によって極限分布の違いが生じてし
まうという困難もある. これら本章前半の内容は著者自身の本 [8] により
詳しく書かれており, 合わせて読むと理解が深まるであろう. q ̸= 1のとき
はBernoulli型パーコレーションと異なり長距離相関をもつという困難も
あるため多くの未解決問題があり, 本章の中頃で提示されている. 後半で
は 2次元の場合の臨界確率が pc(q) =

√
q/(1+

√
q), q ≥ 1であることを示

した Beffara and Duminil-Copin [3] の結果を詳細に論じている. (q = 1

のときは 5章で述べたHarris-Kestenの定理である.) ここの部分は第 2版
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で新たに追加された比較的新しい研究成果である.

第 9章 Quantum Ising Model: 本章ではまず量子 Ising模型の定義
を述べた後, 連続ランダムクラスターモデルを導入している. これらの間
の関係を述べたAizenman-Klein-NewmanによるFeynman-Kac公式の類
似が本章の中心的な話題である. 最後の節で,それを 1次元の量子エンタ
ングルメントの解析に応用している.

第 10章 Interacting Particle Systems: 本章ではまずグラフの頂点
の部分集合に値をとるMarkov過程とその生成作用素を導入している. こ
れはグラフ上の確率場の時間発展のモデルであり, 複数の粒子が相互作用
するモデルの解析が可能になるが,具体的なモデルとしては, (6章でも扱っ
た)接触模型, 投票者模型 (voter model), 排他模型 (exclusion model), 確
率 Ising模型の 4つを順に紹介している. これらは生成作用素にあらわれ
る速度関数 (speed function)を規定することで定まる. この章にはあまり
証明はなく, 話題の紹介が中心である.

第 11章 Random Graphs: 本章では頂点の個数が nである完全グラ
フKnの各辺を確率 pで選択して得られる部分グラフGn,pの性質を述べ
ている. これは Erdős-Rényiランダムグラフと呼ばれている. 古くから
研究されており, 単にランダムグラフという場合には Erdős-Rényiランダ
ムグラフのことを指すことが多い. λ > 0とし, XnをGn,λ/nの連結成分
のサイズのうち最大の値とする. このとき, Xn/nの n → ∞のときの漸
近挙動は, λが 1より大きいかそれ以下かによって大きく異なる, という
ことを述べた Erdős-Rényiの古典的な結果について詳しく証明を述べて
いる. 証明において, ある固定された点を含む連結成分のサイズを測るた
めに (あるアルゴリズムに基づいて)グラフの頂点を探索する過程を定義
し, それを子孫の個数の分布がパラメータ λの Poisson分布であるような
分枝過程 (branching process)と関連づけることで解析している. 分枝過
程の結果から, 連結成分のサイズは λが 1より大きいかそれ以下かで結
果が変わることが推測できる. 実際にはより詳細なこともわかっており,

大ざっぱな表現だが, λ > 1で Xn ≈ n, λ = 1で Xn ≈ n2/3, λ < 1で
Xn ≈ log n, となることが述べられている. このように相転移が 2回発
生しており “Erdős-Rényi double jump”とも称されている. Aldousらに
よって研究されてきた p = 1/n + λ/n4/3, λ ∈ Rというより複雑な場合
の結果も紹介されている. これまでに述べてきた部分はAlon-Spencer の
本 [1]2の 11章も合わせて読むと理解が深まるであろう. 後半ではGn,pの
頂点の色の塗り分け, すなわち隣り合う 2頂点を違う色にして塗るときの
必要な色の個数の最小値 (chromatic number)について, それが漸近的に
n/(2 log1/(1−p) n)であることを主張するBollobásの結果を述べている. 証

2この本の日本語による書評 [11]がある.
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明においては 1つの辺の状態の変化について安定的である量の解析が重
要であり, 4章で扱った吾妻-Hoeffdingの不等式が有効に働く. この章で
扱われている内容は比較的古典的なものであるが, Erdős-Rényiランダム
グラフの研究は, 近年進展が著しい複雑ネットワークの数学モデルの研究
(例えばその上のランダムウォークや接触過程の研究)へと繋がっていくも
のである.

第 12章 Lorentz Gas: 1906年の Lorentzによる論文に端を発して,

ランダム媒質上の 1粒子の運動に関する問題, もう少し具体的には, 空間
内にランダムに大きな粒子が障害物として配置されていて, その中を 1つ
の小さな粒子が運動する際の状況が研究されてきた. (小さな粒子は大き
な粒子に当たったときに反射壁で動くとする.) 本章では, 2次元整数格子
上の点をある確率で各点独立に選び, 選ばれた点に壁を「北東-南西」また
は「北西-南東」の向きのいずれかを等確率で配置したときの格子上の 1

粒子の運動をみる, という単純なモデル化を行っている. しかしその場合
でもごく基本的なことしかわかっておらず, 多くの未解決問題が残されて
いることを述べている.

本書の全体を通じた特徴について述べる. 第 1章から順に読まないと
分からないというわけではなく, 読者の予備知識に依存するものの, 各章
独立に読める. 各章の初めには短い要約がついており, 全体像を把握する
際に役立つ. 各章の長さは盛り沢山の内容の割には短めに感じられるが,

モチベーションを保って読み進められるように工夫されている. 複数通り
の証明を与えるなど重点的に書かれているところもある一方で, 証明を参
考文献に譲っているか, 簡潔な証明も少なからずある. 各章末には練習問
題がついており, 特に前半の章末には豊富にある. 問題のレベルは様々で
あり, 解答はついていないが, 元となる参考文献が記載されているものも
ある.

本書で扱うトピックは近年進展が著しいこともあってか, 第 2版への改
訂の際に積極的に新しい結果を追加しており, また, 古い結果に対しても
新しい方法を取り入れて証明をより見通しの良いものにしている. 比較的
少ない予備知識で, いくつかの最先端の重要な研究成果を表面的なところ
にとどまらず深いところまで学習できる良書であるといえる. 研究者のみ
ならず学生にもお勧めできる書籍であり, 特に学生向けセミナーの書籍と
して適切であるといえる. 裏表紙にも書かれているが, 第 1版の内容の一
部はWarwick大学の学部生向け講義で用いられたとのことである. ただ
し, [9]で述べられている程度の確率論の基礎的な知識は前提になっており,

また少なくとも初学者は行間が広いと感じる可能性が高いことから, 学部
生向けのセミナーで用いる書籍としては難しめであろう.
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