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多閾値 Membership 行列を用いたコミュニティ検出に関する研究 
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１．はじめに 

 ネットワークは複数の頂点とそれらをつなぐ

辺によって成り立っている。これは現実世界の

様々なシステムに適用可能であり、インターネッ

トではページ（頂点）と辺（リンク）の関係を見

ることで、社会ネットワークでは人（頂点）と友

人・知人関係（辺）を見ることで、ネットワーク

と見做すことができる[2,3]。 
 このネットワーク分野で最大の関心の一つは、

コミュニティの定義と検出である。本研究では

「コミュニティ」を、コミュニティ内では密に接

続しているが、各コミュニティ外の頂点とは疎に

結合している頂点の集合であるとする。多くのネ

ットワークがコミュニティ構造を持つため、これ

を解析することでネットワーク構造を把握し、全

体を俯瞰しやすくなり、頂点と辺の単なるデータ

を意味のある情報へと昇華させることができる。

またインターネットのページ分類やトピック作

成を的確に行ったり、社会ネットワークでの個人

における所属集団を特定したりするなど、実用的

問題としても意味のある行動となる。 
 コミュニティ構造検出の技術は既に多数の方

法が提案されており、媒介中心性（betweenness 
centrality）を用いたもの[4]などが有名である。

しかしこの方法では、計算量が非常に高く、全ネ

ットワーク構造が既知で全頂点に到達可能であ

る必要があるが、現実にはその条件を満たすこと

は厳しい。これを克服する方法の一つとして、局

所的なネットワーク構造に注目したアルゴリズ

ムである l-shell 法[1]が提案されている。 
 本 研 究 は l-shell 法 と そ れ に 基 づ い た

membership 行列を発展させ、より柔軟で効率の

よいコミュニティ検出を行い、ひいてはコミュニ

ティの階層構造をも検出できるようにすること

を目的とする。 

２．アルゴリズム 

 l-shell 法はネットワーク中で、ある頂点が属す

るコミュニティを特定するアルゴリズムである。 
 
２－１．l-sheell 法 

 開始頂点を としたとき、からの最短距離が で

ある（ から 本の辺を辿って到達できる）頂点群

を l-shell（ ）とする。深さが 0のときを

とすれば、 が属するコミュニティを か

ら外側に向かって広がる shell の集合（∑ ）

として表すことができる。 
 shell の成長の限界点である を決定するため、

に対応する total emerging degree（ ）を

計算する。 は、 に属する全頂点が持つ辺の総

数から、 , , , …, に向けて張られた辺

の総数を差し引いたものとして定義される（図

1）。つまり l-shell における total emerging 
degree は、l-shell より外側へ向けて張られた辺

の数である。当然 の値は、開始頂点 の次数に

等しい。 
 

 
図 1 shell の成長と emerging の考え：この例

では各頂点の色（ :赤、 :青、 :緑、 :黄）

が shell を表し、total emerging degree は3、 4、 4である。 
 
 更に total emerging degree の変化率を 1の
場合に次のように定義する。 ∆  
l-shell がコミュニティ内で拡大しているときは、
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通常のコミュニティ内には多数の相互接続があ

るため、emerging degree は増加し、∆ は1より

大きな値を取る傾向がある。逆に l-shell がコミ

ュニティの境界に達すると、コミュニティからコ

ミュニティ外の頂点への接続数は内部の相互接

続に比べて少ないため、emerging degree は急速

に減少し、∆ は1より小さな値を取ると予想さ

れる。よって適当な非負の変数 を導入し、∆ を

監視することで、l-shell がコミュニティを覆った

段階で shell の成長を中止することができる。 
 つまり 1から順番に∆ を計算していき、∆ が初めて∆ となるときの を とすれば、 
のコミュニティメンバーは0, 1, 2, … -shell に含

まれる頂点ということである。このとき -shell
より外側の などの頂点は、のコミュニティ検

出には不要なため、局所的アルゴリズムの一つと

され、l-shell 法自体に全体構造は不要である。 
 
２－２．Membership 行列 

 l-shell 法は局所的に処理でき、計算量も少ない

が、ネットワーク構造における開始頂点の位置に

結果が影響されやすい。例えばコミュニティ境界

付近の頂点を開始頂点にした場合、非コミュニテ

ィの頂点がコミュニティ頂点より近ければ、

l-shell は複数のコミュニティに同時に広がって

しまう。この影響を緩和するため、ネットワーク

中の全頂点に対し、l-shell アルゴリズムを適用し、

全ての局所的なメンバ関係を列挙することでネ

ットワークの全体構造を把握することができる。

この方法が以下に示す membership 行列である。 
 ネットワーク中の全頂点に1, 2, … , の番号を

任意に割り振る。ある開始頂点 で l-shell 法を適

用した際に得られたコミュニティ結果を とす

る。 は頂点 が開始頂点と同じコミュニティな

ら 番目の要素は1で、それ以外ならば0の要素を

持つ、長さ のベクトルである。 ベクトルを全

ての について計算し、その結果を の行列形

式にした結果、 | | … |  
を membership 行列と定義する（図 2）。 

  
図 2 ネットワークと membership 行列：

Zachary 空手クラブネットワーク[5]（左；線が

知人関係を示し、色分けした二グループに分裂

した）と、 1.2で計算された membership
行列（右；赤部分が”1”、青部分が”0”） 

 
２－３．Membership 行列ソート 

 membership 行列を求め、コミュニティを視覚

的に検出するために、ソートを行う必要がある。

まず頂点 と頂点 の距離を次のように定義する。 , , , ,  

ここで , は、 のときに1となり、それ以

外で0となる関数である。ソートの方法は頂点 に

対してそれより後方の頂点（ | 1, 2, … , ）

の距離を計算し、との距離が最も小さい頂点

て頂点 1と頂点 の位置を交換し、これを1,2, … , 1 について同様に行えばよい。そ

の結果の一例が図 3 であり、ソートによって左上

と右下の二つのコミュニティにおおよそ分かれ

ていることが確認できる。 
 

  
図 3 membership 行列のソート：頂点番号を

ランダムに割り振った結果（左）と、距離によ

ってソートした結果（右）、いずれも 1.2 
 

３．新規に提案する手法 

３－１．単閾値の限界 

 従来の手法では、l-shell 法で局所的にコミュニ

ティを検出する際に単一の を閾値として用いて

きた。この場合、 は検出するコミュニティレベ

ルを規定する唯一の値であり、 を小さくすれば

より広範な、大きくすればより狭小なコミュニテ
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ィを検出できる。極端な例では 0では全接続

頂点で単一コミュニティを、 では全頂点

で単独コミュニティを形成する。しかしこの を

用いる方法では二つの問題点が考えられる。 
 一つは、適切な を簡単には与えられないこと

である。 は任意の値を与えることができる柔軟

性を持つ反面、どのような値を与えればよいかと

いう点に関しての解答は現時点では存在しない。

よってコミュニティ検出に適した を得るために、

ネットワークに対して適当と思われる を何度も

試行錯誤しながら、membership 行列を生成・ソ

ート・評価し、理想とする状態を得なければなら

ない。これはコミュニティ分析に費やす労力と計

算量の無駄につながるものである。 
 より重要なもう一つの問題は、 という閾値が

単一であるため、階層構造を持ったコミュニティ

を一度に捉えられないことである。例えば図 4 の

階層構造を持ったネットワークを考えたときに、

単閾値 でmembership行列を求めると図5-a, b, 
c のようになり、適切な によってどちらか一方

のみのコミュニティが現れる（図 5-a, b）か、両

者の中間にある によってコミュニティベルの混

合された解析の難しい結果が現れるか（図 5-c）
という極端な結果となる。 
 
３－２．多閾値の導入 

 ここで l-shell 法で用いた∆ による閾値

を複数閾値に変更する方法を提案する。閾値を小

さい順に , , …, とし、まず として

l-shell を広げ、 -shell まで広がったとき、1,2, …, -shell に含まれる頂点に対応する を

とする。次に として -shell ま

で広がったとき、 1, …, -shell に対応する

（ なら対応する は無し）を 1
とする。これを まで繰り返し、それ以外の

は 0とする。このアルゴリズムは以下のよ

うに書くことができる。  ;  , …,  0, … , 、 1、 ∞ 

 
図 4 コミュニティ階層構造の例：六角形の完

全ネットワーク（頂点同士が互いに全て相互接

続したもの）同士をつないだもので、六角形を

単位とした 6 個のコミュニティとも、緑色頂点

を境にした青色頂点群と橙色頂点群の 2 個の

コミュニティともとることができる階層構造 
 

   
  (a) 2.0  (b) 0.75 (c) 1.3 

   
  (d) 0.75, 2.0   (e) 0.2, 0.4, … , 1.8, 2.0 

図 5 閾値の違いによる membership 階層構

造：青が 0 の要素を示し、赤が濃いほどより大

きな値（最大値：閾値の数）を持つ 
 1ならば従来の単閾値法と同等である。また

多閾値法での計算量は、単閾値法で とした

場合に等しく計算コストは変わらない。 
 生成された membership 行列は0から x までの

値が要素に含まれる可能性があるため、頂点 と

頂点 の距離計算も次のように拡張する。 , , , ,  

ここで は 0; |1; の単位ス

テップ関数。更に , , , が0から までの整数で

あることに注意すれば、 , は次のようになる。 , , ,  
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４．結果 

 図 4 に示したネットワークを多閾値法を適用

して membership 行列を求めた結果を図 5-d, e
に示す。図 5-d では、 2.0（図５-a）と 0.75
（図５-b）の単閾値結果を重ね合わせた、コミュ

ニティの階層構造が一瞥してわかるようになり、

多閾値による membership 行列が階層構造の視

覚的な検出に際して有効であることがわかった。 
 続く図 5-e では0.2～2.0まで0.2刻みで 10 個の

多閾値を指定した結果であるが、この場合も濃赤

色の小規模コミュニティと、濃赤色～淡赤色の大

規模コミュニティの二つを容易に確認すること

ができた。これは に与える切な値がわからない

場合でも、適当に多数の閾値を与えることで、ネ

ットワーク構造を把握することができることを

示し、の試行錯誤による労力の軽減が図られた。 
 そして図 6 では、ランダムに並び替えた状態

（図 6-a）からソートすることで、階層構造が的

確に認識できる状態（図 6-b）を生成することが

でき、距離の計算式が有効に働いていることと、

ソートアルゴリズムが多閾値の場合でも妥当で

あることを確認できた。単閾値よりも多閾値でソ

ートがより有効なことを示すために、単閾値の場

合を図 7 に、構造を把握しやすくするために、0.75, 2.0とした場合の色分けで示してある。

図から明らかなように、単閾値の場合はそれぞれ

の で抽出されるコミュニティのみに着目してソ

ートしているため、当該 の階層でないコミュニ

ティはソートの際に無視されており、ソートに際

しても階層構造が失われてしまっていることが

わかる。これと比較すれば図 6-b から、多閾値が

ソートに際してもコミュニティの階層構造を構

築する形で有効な影響を及ぼしていることがわ

かる。 
 
５．結論と課題 
 以上の結果より、今回新たに提案した多閾値法

がコミュニティ階層構造検出に伴う労力削減と、

階層構造の視覚的把握にとって非常に有効であ

ることがわかった。 

 

  
(a) ソート前      (b) ソート後 

図 6 多閾値 membership 行列のソート結果 
 

  
(a) 2.0でソート   (b) 0.75でソート 
図 7 単閾値ソート失敗例：単閾値でソートし

た結果を多閾値の状態で表示した結果 
 
 課題としては、多閾値を発展させ連続値として

精度向上を図ることと、結果を視覚的ではなく定

量的に判断するための結果評価法の確立がある。

また行列のソートは の計算量[1]が必要でボ

トルネックになっているので、精度を保ちつつ計

算コストを圧縮できないか検討が必要である。 
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