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ネットワーク内の統計的に有意なコミュニティの抽出
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はじめに
2000 年以降．現実世界の様々な現象を説明す
る新たなパラダイムとして複雑ネットワークが
注目を集めている[1]．複雑ネットワークでは，
システムに所属する多数の因子をノード，それ
らの因子間の相互作用をエッジとして，ネット
ワークを用いてシステム全体を記述する．例え
ば，ある人間の集団をネットワークで記述する
ときには，ノードを個人，エッジを個人間の友
人関係とする．
現実世界の様々なシステムのネットワーク内
には，密な部分グラフであるコミュニティが存
在する．人間の集団の例では，しばしばコミュ
ニティは友人グループに対応している．ネット
ワークには，通常，複数のコミュニティが階層
的に存在する．このような，コミュニティを抽
出するアルゴリズムとして，Guirvan-Newman 法，
Fast Greedy 法，Fast unfolding 法などがある
[2-4]．これらの方法では，モジュラリティ𝑄が
最大になるようにネットワークがコミュニティ
に分割され，全てのノードは，どれかのコミュ
ニティに必ず属する．
𝑄 = ∑(𝑒𝑖𝑖 − 𝑎𝑖2 )

(1)

𝑖

ここで，𝑒𝑖𝑖 はコミュニティ𝑖のエッジ密度，𝑎𝑖2 は
ランダムグラフにおけるコミュニティ𝑖のエッジ
密度である．
モジュラリティ最大化によるコミュニティの
抽出は，比較的，人間の手による分類結果に近
いことから，よく使われるが，いくつか改善が
必要な点もある．例えば，ランダムネットワー
クでも，コミュニティが抽出される．本来，ラ
ンダムネットワークでは，統計的に有意なコミ
ュニティは存在しないために，何か統計的な基
準にもとづいて．各コミュニティの有意性を判
断しなければいけないが，現在，統計的に明確
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な判断基準が存在しない．従って，現在は経験
的に，ランダムネットワークでは最大モジュラ
リティは比較的小さくなる傾向があるために，
最大モジュラリティがある閾値の以下では，ネ
ットワーク内の全てのコミュニティに意味は無
いと判断している．しかし，このような判断基
準では，コミュニティのあるネットワークが，
ランダム性の高いネットワークに混ざっている
場合，つまり，ネットワーク内のモジュラリテ
ィに偏りがある場合に，ネットワーク全体で最
大モジュラリティを算出し，その値にもとづい
て，仮にある閾値より大きければ，統計的に意
味のないコミュニティを拾ってしまうし，仮に
ある閾値より小さければ，意味のあるコミュニ
ティを見逃してしまう．
本論文では，Guirvan-Newman 法におけるネッ
トワーク分割の有意性を統計的に判断すること
により，統計的に有意なコミュニティのみを見
つける方法を提案する．
２

手法
我々は，ネットワーク内の連結成分ごとに，
Girvan-Newman ア ル ゴ リ ズ ム を 走 ら せ る ．
Girvan-Newman アルゴリズムは，対象ネットワー
ク 内 の 最 大 Edge Betweenness Centrality
(EBC) を持つエッジを見つけて，切断すること
を繰り返す．エッジ𝑒の EBC は次式で定義される．
𝜎𝑠𝑡 (𝑒)
𝑔(𝑒) = ∑
(2)
𝜎𝑠𝑡
𝑠≠𝑡

ここで，𝜎𝑠𝑡 はノード𝑠と𝑡の間の最短経路の数を，
𝜎𝑠𝑡 (𝑒)はエッジ𝑒を通るノード𝑠と𝑡の間の最短経
路の数を表す．
連結成分に対して最大 EBC を持つエッジの切
断を繰り返すと，ある時，２つの連結成分に別
れる．ノード数𝑛，エッジ数𝑚の連結ランダムグ
ラフ CRG(𝑛, 𝑚)が，２つの連結成分に別れたとき
の，ノード数が少ない方の連結成分のノード数𝑘
に注目する．CRG では，エッジ数𝑚がノード数𝑛
に比べて十分に大きいとき，別れたノードの数𝑘
の平均はわずか 1 ノードであり，その標準偏差
もほとんど０である．一方で，コミュニティ構
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造を持つ連結グラフでは，別れたノードの数𝑘が
有意に１よりも大きいことが数値的に確認でき
る．従って，我々は，Girvan-Newman アルゴリズ
ムによって，ノード数𝑛，エッジ数𝑚の連結成分
から得られた別れたノードの数𝑘が，CRG(𝑛, 𝑚)か
ら統計的に得られる別れたノードの数の期待値
̅̅̅̅̅̅
𝑘𝐶𝑅𝐺 ＋２倍の標準偏差2𝜎(𝑘𝐶𝑅𝐺 )よりも大きければ，
その連結成分の分割は統計的に有意と判定する．
この統計的な有意判定を，分割して生まれる
連結成分も含めて全ての連結成分に対して，有
意な分割が存在しなくなるまで逐次的に繰り返
す．そして，有意な分割によって作られた連結
成分を有意なコミュニティと，有意ではない分
割によって作られた連結成分を有意ではないコ
ミュニティと定義する．
結果
図１はノード①から⑮までで形成された３つ
のコミュニティを持つネットワークである．こ
れを，ノード①から㊾までの 50 ノードと 100 エ
ッジの連結ランダムグラフに混ぜ込む．
図２は，混ぜ込んだネットワークに対して，
Girvan-Newman アルゴリズムとモジュラリティ最
大化により，コミュニティを抽出した結果を表
す．最大モジュラリティは 0.29 であった．ノー
ド①から⑮までで形成されたコミュニティは比
較的綺麗に抽出ができてはいるが，統計的には
意味のないコミュニティ，例えば，ノード㊶が
属する９ノードのコミュニティも同時に抽出さ
れてしまっている．
一方，図３は本論文で提案する手法を用いて，
図２と同じ混ぜ込んだネットワークから統計的
に有意なコミュニティを抽出した結果である．
ノード①から⑮までで形成されたコミュニティ
をより綺麗に抽出できている．しかも，それら
以外の有意なコミュニティは存在しないという
結果を示す．
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図１ ３つのコミュニティを持つネットワーク

図２ 図１のネットワークを連結ランダムグラ
フに混ぜ込んで Girvan-Newman 法によりコミュ
ニティを抽出した結果

４

まとめ
本論文では，連結ラダムグラフに対する
Guirvan-Newman アルゴリズムによるネットワー
ク分割の統計的な特徴を用いて，ネットワーク
から統計的に有意なコミュニティを抽出する手
法を提案した．本手法は，ランダムノイズを含
んだネットワークからのコミュニティ抽出に力
を発揮する．
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図３ 図１のネットワークを連結ランダムグラ
フに混ぜ込んで本提案手法により統計的に有意
なコミュニティを抽出した結果
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