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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

辺によって成り立つ抽象構造である。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とリンクの関係を見ること

で、社会ネットワークでは個人と友人関係を見る

ことで、ネットワークと見做すことができる[3]。 
 このネットワークの特徴からシステムの振る

舞いを分析する分野（ネットワークサイエンス）

で最大の関心の一つは、「クラスタ（コミュニテ

ィ）」の定義と検出（クラスタリング）である。

一般的にネットワークにおける「クラスタ」とは、

密な接続を持った集団を指し、本研究ではクラス

タ内では密に接続しているが、自クラスタ以外の

頂点とは疎に接続している頂点の集合であると

定義する。このクラスタを見つけることは、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

ても意味のある分析となる。多くのネットワーク

がクラスタ構造を持つため、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。 
 クラスタリング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、計算量が非常に多く、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の殻構造に注目したアルゴ

リズムである -shell 法[1]が提案されている。 
 本 研 究 は -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

よいクラスタリングを行い、ひいては階層的な構

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 

２－１． -shell 法[1] 

 -shell 法はネットワーク中で、ある頂点が属す

るクラスタを特定するアルゴリズムである。 
 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 -shell（ ）とする。深さが 0のときを

とすれば、 が属するクラスタは から外

側に向かって広がる shell（殻）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

定義する。 は、 の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 -shell における total emerging degree は、

-shell より外側へ向けて張られた辺の数であり、

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。 ∆  
 通常クラスタ内には多数の相互接続があるた

め、 -shell がクラスタ内で拡大しているときは

total emerging degree は増加し、∆ は1より大

きな値を取る傾向がある。逆に -shell がクラスタ
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の境界に達すると、クラスタからクラスタ外の頂

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。よって適当な非負の変数

を閾値として導入し、∆ を監視することで、

-shellがクラスタを覆った段階で 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、0, 1, 2, … , -shellに含まれる頂点が のクラスタに

属するということになる。このとき -shell より

外側の などの頂点は、 のクラスタリングに

は不要なため、局所的な探索のみで計算が終了し

（計算量が 1 となり）、 -shell 法自体に全体構

造は不要である。 
 
２－２．Membership 行列 

 -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。例えばクラスタ境界付近

の頂点を開始頂点にした場合、クラスタ外の頂点

がクラスタ内頂点より近ければ、-shell は複数の

クラスタ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、

-shell 法を適用し、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（図 2-a）。任意の開始頂点 で

-shell 法を適用した際に得られたクラスタリン

グ結果を , , … | ,  
とする。頂点 が開始頂点 と同じクラスタなら, 1で、違うクラスタであれば , 0の値を

持つ。 を全ての について計算し、その結果を

の正方行列形式にした結果である、 | | … |  
を membership 行列と定義する（図 2-b）。 
 
２－３．Membership 行列ソート 
membership 行列を求めただけでは各頂点のク

ラスタ情報が乱雑に表示されているだけであり、

クラスタを視覚的に検出するためには、行列の要

素を並べ替える作業（ソート）を行う必要がある。 
 ソートを行うために、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, … ,
との距離を計算し、 との距離が最も小さい頂点

を求め、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。ソートした結果（図 2-c）を見れば、左上

と右下の二つのクラスタにおおよそ分かれてい

ることが確認できる。 
 

 

 
図 2 ネットワークと membership 行列 
(a)有名な Zachary 空手クラブネットワーク[5]

（辺が友人関係を示す、内紛により色分けした

二グループに実際に分裂した）、(b)ネットワー

クを 1.5で分析した membership 行列（赤

部分が”1”、青部分が”0”）、(c)(b)のソート結果 
 
３．単閾値から連続閾値 
３－１．単閾値の限界 
 従来の手法では、-shell 法によるクラスタリン

グにおいて単一の を閾値として用いてきた。こ

の場合、 は検出するクラスタレベルを規定する

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クラスタを検出できる。
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極端な例では 0では全接続頂点で単一クラス

タを、 では全頂点で単独クラスタを形成

する。しかしこの を用いる方法では次の二つの

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

う指標が存在しない。よってクラスタリングに適

した を得るため、ネットワークに対して適当と

思われる を試行錯誤しながら、membership 行

列を生成・ソート・評価し、理想的な結果を得な

ければならない。これはクラスタ分析に費やす労

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、階層構造を持つクラスタを一度

に捉えられないことである。例えば階層構造を持

ったネットワーク（図 3）に対し、単閾値 で

membership 行列を求めると、適切な によって

どちらか一方のレベルのみのクラスタが現れる

（図 4-a, c）か、中間値によってクラスタレベル

の混合された解析の難しい結果が現れる（図 4-b）
という結果となる。 
 

 
図 3 クラスタ階層構造の例 
六角形の完全ネットワーク（全頂点同士が相互

接続したもの）をつないだもので、六角形を単

位とした 6 個のクラスタとも、緑色頂点を境に

した青色頂点群と橙色頂点群の 2 個のクラス

タともとることができる階層構造 
 

 
   (a) 0.5  (b) 1.3 (c) 2.0 

図 4 単閾値の違いによる membership 行列 
 

３－２．連続閾値の導入 
 単閾値では∆ の判断基準によって 0 or 1
を与えられていた membership 行列要素に、以

下に従って emerging degree（∆ ）の値を直接

格納する方法を提案する（連続閾値）。 
 まず任意の非負の値である を与える。

として -shell 法を用い、開始頂点 にお

いて -shell まで広がったとする。このとき0,1,2, …, -shell に 含 ま れ る 頂 点 群 を, , , …, とし、更に各 shell における

total emerging degree の 変 化 率 を∆ , ∆ , ∆ , … , ∆ としたとき、 に属す

頂点が持つ membership 行列の要素値 , を、∆ , … , ∆ の最小値とする。これを整理すると

次のように書ける。 

, min ∆0 , …,   
なお連続閾値での計算量は、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。 
 頂点 と頂点 の距離も次のように拡張する。 

, , , · max , ,  
絶対値は単閾値における , を拡張したもの

であり、それに重み係数を乗じている。この重み

は変化率が小さいもの同士の差よりも、大きいも

の同士の差の方を距離が大きいとするものであ

る。これは、変化率 , が大きければ大きいほど、

局所的に密なクラスタであることを示し、変化率

を乗じることで、局所的なクラスタに属している

かどうかをより重要視していることになる。 
 
３－３．定量的評価（modularity） 
 membership 行列を図示してクラスタ構造を

視覚的に確認するだけではなく、ソート等が成功

しているかどうかを定量的に評価する何らかの

方法が必要である。その量として次式で示される

modularity[2]を用いる。 

 

ここで任意の閾値 においてmembership行列の

対角線上で 以上の値をつ正方形群をそれぞれグ
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ループと定義し、 は第 グループから第 グルー

プに接続する辺の数とする。 
 
４．結果 

 図 3 のネットワークに対して、頂点の順番をラ

ンダムに並び替え 0.5として連続閾値法を

適用して membership 行列を求め（図 5-a）、ソ

ートを行った（図 5-b）。ソート後を見ると、単

閾値法における 0.5の結果（図 4-a）と 2.0
の結果（図 4-c）を重ね合わせたようになってお

り、濃赤色の小規模クラスタと、淡赤色の大規模

クラスタの両者を同時かつ容易に確認すること

ができる。このことから連続閾値による

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。当然ながら閾

値 の試行錯誤も必要ないため、労力の軽減も図

られた。また、ソートによって階層構造が的確に

認識できる状態となったことから、距離計算式の

有効性と、ソートアルゴリズムの連続閾値での妥

当性も確認できた。 
 

  
(a) ソート前       (b) ソート後 

図 5 連続閾値 membership 行列（ 0.5） 
青が変化率 0、濃い赤ほど大きな変化率を示す 
 

 
(a) グラフ   (b) membership 行列（ 0.5） 

図 6 アメフトチームネットワーク[5] 

 
 また現実世界ネットワークでの本手法の挙動

を確認するために、アメフトチームの公式対戦組

み合わせネットワーク[5]を解析した。ネットワー

クのグラフ構造を可視化（図 6-a；Pajek）して

も要素数が多いため構造の把握は難しいが、ソー

ト済の membership 行列（図 6-b）を用いること

で、密に結合している 10 個のクラスタがあるこ

とや、完全に密でない結合を持つクラスタがある

ことなどを、容易に構造を把握できるようになっ

た。しかし、もともと階層構造が明確に存在しな

いためか、はっきりとした階層クラスタを捉える

ことはできなかった。 
 図 7 に図 5-b と図 6-b の membership 行列に

おける modularity と、参考に従来手法である

betweenness centrality を用いてクラスタ分割

した際の modularity を示す。この図から従来と

ほぼ同じ程度の精度を出すことも可能であると

わかる。 

 
図 7 図 5、図 6 での modularity 

 
５．結論と課題 
 以上より、今回提案した連続閾値法がクラスタ

構造検出に伴うリソース削減と、階層構造の視覚

的把握にとって有効であることがわかった。 
 
参考文献 
[1] James P. Bagrow and Erik M. Bollt, “A Local Method for 

Detecting Communities” arXiv.org, cond-mat 0412482 
[2] M. E. J. Newman, "Detecting community structure in 

network" Eur. Phys. J. B 28, 321-330 (2004) 
[3] M. E. J. Newman, “The Structure and Function of 

Complex Networks” SIAM Review 45, 167-256 (2003) 
[4] M. Girvan and M. E. J. Newman, “Community 

structure in social and biological networks” Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 99, 7821-7826 (2002). 

[5] Mark Newman, “Gallery of network images”, 
http://www-personal.umich.edu/~mejn/networks/ 

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

shell法：グループ分割に用いた閾値α

m
o
du
la
ri
ty

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100 120

BN法：分割グループ数

m
o
du
la
ri
ty

階層六角形-shell法

football-shell法

階層六角形-BN法

football-BN法


