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Abstract: In this paper, we attempt to detect change points of a dynamic network structure. We
focus on the nodes’ functions in a network and define the node’s function as the convergence curve
of the PageRank score. For each node, we calculate the correlation coefficients between the convergence curves in adjacent two snapshots of a time-varying network. Then, we propose the average
of correlation coefficients of all nodes as a measure of the change point of a network strucuture
and refer to this measure as average similarity. Especially, when the average similarity shows the
lower value, we assume that the network structure changes significantly. In our experiments using
synthetic and real networks with artificial changes, we evaluate the effectiveness of our proposed
measure.

1

はじめに

近年，Web 上でのハイパーリンクネットワークや，
SNS 内でのユーザ関係ネットワークなど，現実のあらゆ
る場面で複雑ネットワークが観察されるようになってい
る．ネットワークの構造を分析し理解することは，様々な
活動や現象を理解することにつながる．無向ネットワー
ク構造の指標として，平均クラスタ係数や平均ノード間
距離 [Watts 98]，次数分布のべき指数 [Albert 02] など，
有向ネットワーク構造の指標として，モチーフ [Milo 02]
などがあげられる．これらの指標の多くはネットワー
クの静的な構造に着目したものである．
現実のネットワークでは，時間とともにネットワーク
のリンク構造が動的に変化するが，どのようなパター
ンで，どのような周期で変化するかなどを検出する研
究が広く行われている．しかし先行研究ではネットワー
ク上のどのような性質を持つノード間に，どの程度の，
どのような変化が発生したかについてはわからない．本
研究では，各ノードのネットワークに対する機能に着
目し，その機能が変化した度合いを新たな指標として
∗ 連絡先：静岡県立大学経営情報イノベーション研究科

提案する．ノードの機能的な特徴は PageRank 収束曲
線のパターンとして現れ，類似パターンのノードは同
じ機能を持つと推測できる [伏見 12]．本稿では，動的
ネットワークの構造変化に伴い，各ノードの果たす役
割も変化すると仮定して，その変化を定量化する．具体
的には，ネットワーク構造に埋め込まれた各ノードの
機能を PageRank スコアの収束曲線で表し，ある時刻
におけるノードの機能の変化を，その前の時刻の収束
曲線との相関係数で計算する．さらにある時刻におけ
るネットワーク全体の機能変化を表す指標として，各
ノードの相関係数の平均である平均類似度を用いる．こ
の平均類似度が小さくなる時点で，ネットワークの多
くのノードの機能が変化したと考える．評価実験では，
人工ネットワークなどに対し人工的な変化を発生させ
平均類似度の挙動について評価する．
本稿の構成は以下の通りである．最初に提案指標に
ついて 2 章で詳しく説明する． 3 章において，変化の
規模，集中具合，対象ノードの違いなどの点から評価
し，結果について考察する．動的ネットワークの構造
変化に関する先行研究について 4 章で簡単に触れ，最
後に 5 章で本稿をまとめる．
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を用いて，各ノードの機能を表す特徴ベクトルを計算
する．
以下に，ネットワーク構造から窺い知ることのできる
ノードの機能を表す収束曲線の計算法を以下に示す．収
束曲線は，大域ジャンプなしの PageRank を用いて計算
する．無向ネットワーク G = (V, E) の各ノードに 1 か
ら |V | までの整数値を一意に割り振る. ここで，(u, v) ∈
E のとき a(u, v) = 1，それ以外のとき a(u, v) = 0 と
し隣接行列 A ∈ {0, 1}|V |×|V | を定義する. 各ノード
u ∈ V に対して， Γ(u) をノード u の隣接ノード集合
とする．すなわち，Γ(u) = {v ∈ V ; (u, v) ∈ E} とな
る．ここで，行推移確率行列 P の各要素を p(u, v) =
a(u, v)/|Γ(u)| とする．各ノードの PageRank スコアを
∑
要素としたベクトル y は，y(v) ≥ 0 で v∈V y(v) = 1
となる. 初期ベクトルを y0 = (1/|V |, . . . , 1/|V |)T と
し，繰り返しステップ数 s を用い，PageRank スコアベ
クトル y は以下の更新式の極限分布として定義される:

図 1: ネットワーク構造と収束曲線

提案指標

2

本研究では，各ノードのネットワークに対する機能
に着目し，動的ネットワークの変化に伴いその機能が
変化したと仮定し，各ノードの機能変化の平均により，
ネットワーク構造の変化を定量化した指標を提案する．
提案指標では，時系列における任意の区間 d でのネッ
トワークのスナップショットを G(d) とし，ネットワーク
系列 G = (G(1) , . . . , G(D) ) が与えられ，以下のステッ
プで変化点を検出する（図 1 参照）．

T
ysT = ys−1
P

ここで bT は b ベクトルの転置を表わす．また，ノー
ド u に注目すると，
∑
ys−1 (v) · p(v, u)
ys (u) =
v∈Γ(u)

=

(d)

1. 各区間のネットワーク G , (d = 1, . . . , D) に
(d)
おいて，各ノード u ∈ V の収束曲線 xu を計算;
2. 各ノード u ∈ V に対して，隣接区間 d と d + 1
(d)
の収束曲線間の相関係数 ru を計算；
3. 全ノードの相関係数の平均 r̄(d) を計算；
4. r̄(d) の値が小さい区間 d と d + 1 の間の時刻を
大きな変化が起きた時刻として抽出;
次節で，ネットワークにおけるノードの機能の定量化
と，ある区間のネットワークにおける各ノードの PageRank スコアの収束曲線について説明する．

2.1

(1)

∑ ys−1 (v)
|Γ(v)|

(2)

v∈Γ(u)

で計算される．PageRank スコアの反復計算を所定の
回数 S まで繰り返し，各反復回数でのノード u の値を
要素としたベクトルを xu = (y1 (u), y2 (u), . . . , yS (u))T
と定義する．このベクトル xu をノード u の収束曲線
と呼ぶ．各ノードの収束する値は，各ノードの次数の
みで決まるが，一般に収束曲線は次数のみでは決まら
ない．周辺ノードの影響や周辺ノードとの相対的な位
置関係，ネットワーク構造の影響を受ける．初期ベク
トル y0 = (1/|V |, . . . , 1/|V |)T で収束曲線を計算する．

3

評価実験

提案指標の有効性を示すために，人工データを用い
て 4 つの観点から評価する．

ノードの機能・役割

文献 [伏見 12] において，各ノードの機能・役割はネッ
トワーク構造に埋め込まれていると仮定している．ノー
ドの機能として，ネットワーク内での階層的地位や相
対的な位置，次数や周辺ノードの次数，周辺ノードとの
つながり方などを意図しているが，これらが類似する
ノードどうしは，PageRank スコアの収束過程も類似す
ると推測できる．従って，ネットワーク構造上でのラン
ダムウォークのモデルである PageRank [Langville 04]

3.1

データセット

1 つ目のデータは，レギュラーグラフである．本稿で
は，5 近傍ノードとリンクを張り次数 10 のレギュラー
グラフを使用する．ノード数は 1,000，無向リンク数は
5,000 である．本稿では Regular ネットワークと呼ぶ．
2 つ目のデータは，2 次元平面上の正方格子である．
本稿では，格子点を縦に 30，横に 30 に配置し，ノー

− 32 −

1

0.9

0.9

0.8

0.8

Average correlation coefficient

Average correlation coefficient

1

0.7
0.6
0.5
0.4

Regular
Lattice
Coauthor

0.3

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0 −3
10

10

−2

−1

10

10

Regular
Lattice
Coauthor

0 −3
10

0

Rewiring prob.

10

−2

10

−1

10

0

Rewiring prob.

(a) 次数分布可変張替

(b) 次数分布不変張替
図 2: 張替確率と平均類似度

ド数は 900，リンク数は 1,740 のネットワークを作り，
Lattice ネットワークと呼ぶ．
3 つ目のデータは，ネットワーク分析のベンチマーク
として広く用いられている，複雑ネットワーク研究分
野の共著関係ネットワークである [Newman 06]．ノー
ド数は 379，リンク数は 914 である．社会ネットワー
クの特徴であるスケールフリー性とスモールワールド
性を有する．本稿では Coauthor ネットワークと呼ぶ．
4 つ目のデータは，階層構造を持つネットワークで
ある．階層性のあるネットワークとは，企業内の社員
のネットワークや Web サイトのハイパーリンクネット
ワークのようにトップノードと他のすべてのノード間
にはリンクが張られているが，その他のノード同士は
限られた範囲でのみリンクが張られているような構造
を持っている．すなわちトップノード（社長やトップ
ページほか）は高い次数を有しているが，クラスタ係
数が非常に小さいことになる．一方，その他のノード
（一般社員や普通のページほか）は低い次数を有してい
るが，狭い範囲内で密につながっているためクラスタ係
数が大きくなる．本稿では，Ravasz らによって提案さ
れた HN モデル [Ravasz 03] によりノード数は 125，リ
ンク数は 410 のネットワークを作り，Hierarchical ネッ
トワークと呼ぶ．

3.2

変化の規模に関する評価結果

(a) 次数分布可変張替

(b) 次数分布不変張替

図 3: 張替法

リンク構造の変化の規模が大きいほど，提案指標で
ある平均類似度は低くなることが望ましい．この節で
は，2 種類のリンク張替による構造変化を人工的に生
成し，平均類似度が張替リンク数に比例することを検
証する．
1 つ目の張替手法として，Watts らのスモールワー
ルド実験 [Watts 98] で用いられた張替法をベースとし
た張替を考える．各ノードに対して，リンク先のノー
ドを張替確率 p で変更する（3(a)）．但し，多重リン
クや自己リンクを形成しないように張替える．本稿で
は，この張替法を次数分布可変張替と呼ぶ．
2 つ目の張替手法として，Newman のコンフィギュ
レーションモデル [Newman 03] を採用する．各リンク
に対して，張替確率 p で他のリンクと接続先ノードを
交換する（3(b)）．但し，多重リンクや自己リンクを形
成しないように張替える．本稿では，この張替法を次
数分布不変張替と呼ぶ．
図 2 に，Regular，Lattice，Coauthor ネットワーク
に対して，2 つの張替法を張替確率を変えて生成した
ネットワークによる評価結果を示す．横軸に張替確率，
縦軸に平均類似度をプロットした．
図 2(a) に次数分布可変張替での結果を示す．3 つの
ネットワークすべてにおいて，張替確率を大きくする
につれ平均類似度も減少傾向にあり，変化の規模に比
例した尺度であることが確認できた．しかし，Regular
ネットワークと他の 2 つのネットワークでは，提案指
標の減少の仕方が異なっている．Regular ネットワーク
のような規則正しいネットワークでは，すべてのノー
ドの収束曲線は一定値であるため，少しでも変化が起
きた場合，変化が発生したノードおよびその周辺ノー
ドの収束曲線が大きく変化してしまう．そのため，張
替確率が低い状態で，平均類似度が顕著に大きく減少
する．
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実線で集中的リンク削除，点線で分散的リンク削除の
結果を示す．平均類似度に関しては，同数のリンクを
削除しても，分散的リンク削除より集中的リンク削除
の方が幾分か低いが，大きな違いはない．一方，収束
曲線の類似度の標準偏差に関しては，分散的リンク削
除より集中的リンク削除の方が顕著に大きいことがわ
かる．一か所に集中して起きる変化の場合，変化が起
きたノードおよびその周辺ノードは収束曲線が大きく
変化し，収束曲線の類似度は低下するが，離れている
ノードには大きな影響がなく収束曲線の類似度が高い
状態となるため，類似度の値に幅ができることを表し
ている．すなわち，集中的リンク削除の方がネットワー
ク構造に大きくインパクトを与えていると考えられる．
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図 4: 集中度と平均類似度
図 2(b) に次数分布不変張替での結果を示す．Regular
ネットワークでは，張替確率に関係なく平均類似度が
1.000 となり一定である．Regular ネットワークは，元々
すべてのノードの次数が等しく，張替後においてもす
べてのノードの次数が等しい．そのため，PageRank の
各ステップにおける流入量と流出量のバランスが始終
一定であり，各ノードの収束曲線は全く変化しないた
めこのような結果が得られた．Lattice ネットワークと
Coauthor ネットワークでは，次数分布可変張替と同様
に，張替確率を大きくするにつれ平均類似度も減少傾
向にあり，変化の規模に比例した尺度であることが確
認できた．すなわち，各ノードにおいて，少ないステッ
プで辿り着けるノード群の次数が変化することは，各
ノードの周辺環境が変化したことを意味し，提案指標
はその大きさを定量化できることが示唆された．

3.3

変化の集中度に関する評価結果

リンク構造の変化は，あるノード周辺に集中的に発
生する状況や，ネットワーク全体に分散的に発生する
状況が考えられる．小さな変化が分散して発生するよ
り，大きな変化が集中して発生することを検出するこ
との方が意義深いと考えられる．これらの変化を人工
的に生成し，提案指標である平均類似度の挙動につい
て検証する．集中的なリンク構造変化として，ある高
次数ノードのリンクをすべて削除することにより人工
的に変化を発生させる．分散的なリンク構造変化とし
て，全リンク集合からランダムに選択したリンクを削
除することにより人工的に変化を発生させる．
図 4 に，Coauthor ネットワークに対する評価結果を
示す．横軸に削除リンク数，縦軸に平均類似度および
平均類似度から (−1)× 標準偏差の値をプロットした．

変化対象の距離に関する評価結果

リンク構造の変化は，近接するノード同士にリンク
が追加される状況や，比較的遠くに存在するノードと
の間にリンクが追加される状況が考えられる．これら
の変化を人工的に生成し，提案指標である平均類似度
の挙動について検証する．近くのノードより遠くのノー
ドへのリンクが追加されたことを検出することの方が
意義深いと考えられる．なぜならば，遠くに位置する
ノード同士にリンクが張られることで，ネットワーク
全体の平均ノード間距離に大きな影響を及ぼすからで
ある．そのことを反映し，追加リンクの両端ノード間
距離が大きいほど，提案指標である平均類似度は低く
なることが望ましい．Regular ネットワークと Lattice
ネットワークに対して，あるノードからの距離に従っ
て，リンク対象を選択し，それぞれ 1 本のリンクを追
加することで変化を発生させる．
図 5 に，Regular,Lattice ネットワークに対する評価
結果を示す．横軸に追加リンクの両端ノード間の（リ
ンク追加前）距離，縦軸に平均類似度および平均類似
度から (−1)× 標準偏差の値をプロットした．
図 5(a) に Regular ネットワークに対する結果を示
す．追加リンクの両端ノード間距離が大きいほど，よ
り多くのノードの収束曲線に影響を与えるため，平均
類似度の値が減少する傾向にあるのがわかる．反対に，
両端ノード間距離が小さいと周辺ノードが重複するた
め，一部のノードにしか大きな影響を与えられないた
め，比較的減少幅は小さいこともわかる．
図 5(b) に Lattice ネットワークに対する結果を示す．
Regular ネットワークと同様に，追加リンクの両端ノー
ド間距離が大きいほど，平均類似度の値が減少する傾
向にある．Lattice ネットワークは Regular ネットワー
クと異なり，中心部分のノードと外側部分のノードで
は性質が異なるので，遠くに存在するノードにリンク
を付与しても，近くに存在するノードへのリンクより
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図 5: 張替確率と平均類似度
影響が小さいとは，一概には言えない．しかしどちら
のネットワークでも，両端ノード間距離が大きい追加
リンクほど，収束曲線への影響は大きい傾向にある．

3.5

変化対象の性質に関する評価結果

ネットワークにおいて，すべてのノードは均質では
なく，ハブノードやぶら下がりノードなどが存在する．
ネットワークの末端に存在するようなノード同士のリ
ンク追加・削除などの変化より，ハブノードとのリンク
が追加・削除されることを検出することの方が意義深
いと考えられる．この節では，Hierarchical ネットワー
クに対して，リンクが追加される対象ノードの性質と
平均類似度の挙動について 2 つのケースにより検証す
る．いずれのケースも 3.4 節の知見を踏まえて，距離
が等しいノードペアで比較する．
ケース 1 として，PageRank スコアが最も高い赤★
ノードと最も低い青★ノード間にリンクを追加する
（図 6(a)）．図 6(b) に，ケース 1 における代表ノー
ドの収束曲線を示す．但し，平均 0，ノルム 1 に正規化
してある．点線がリンク追加前，実線がリンク追加後
を表す．リンクを追加したハブノードである赤★ノー
ドの収束曲線は，リンク追加前後で大きな変化は起き
ていなく，前後の相関係数は 0.999 である．これは，ハ
ブノードに 1 つ一般ノードへのリンクが追加されたと
ころで，大きな影響がないという直観に対応する．一
方，リンクを追加した非ハブノード（一般ノード）で
ある青★ノードの収束曲線は，リンクの追加前後で大
きな変化が起きており，前後の相関係数は 0.144 であ
る．これは，一般ノードに 1 つハブノードへのリンクが
追加されることが，大きな影響を与えるという直観に
対応する．リンクを追加した周辺ノードである，桃▲
ノードに関しても，大きな影響を受けていないが，水

▲ノードには，青★ノードほどではないが大きな影響
を受けている．
ケース 2 として，PageRank スコアが低い赤★ノード，
青★ノード間にリンクを追加する（図 7(a)）．図 7(b)
に，ケース 2 における代表ノードの収束曲線を示す．リ
ンクを追加した赤★ノード（青★ノードも同様）の収
束曲線は，リンク追加前後である程度の変化が起きて
いるが，前後の相関係数は 0.946 であり，ケース 1 の
場合に比べると変化は少ない．これは，一般ノード同
士にリンクが 1 つ追加されたところで，大きな影響が
ないという直観に対応する．周辺ノードに関しても同
様に，桃▲ノード（水▲ノードも同様）の収束曲線は，
赤★ノードより変化が小さく，前後の相関係数は 0.952
である．茶■ノード（紺■ノードも同様；追加前は赤
★，青★ノードと等しい）の収束曲線は，桃▲ノード
よりさらに変化が小さく，前後の相関係数は 0.991 で
ある．
ネットワーク全体の平均類似度は，ケース 1 では
0.890，ケース 2 では 0.997 であり，追加リンク数が少
ないため有意な差は出ていないが，変化対象ノードの
性質の違いにより，平均類似度の値も異なることが示
唆された．

4

関連研究

現実のネットワークでは，時間とともにネットワーク
のリンク構造が動的に変化するが，どのようなパター
ンで，どのような周期で変化するかなどを検出する研
究が広く行われている．文献 [高田 06] では，モチーフ
パターンの推移数の Z スコアにより，有意なパターン
変化を抽出している．文献 [安田 06] では，人工知能学
会の共著関係ネットワークに対して基本統計量や中心
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(b) 収束曲線（鎖線：オリジナル，実線：リンク追加後）
(a) 可視化結果
図 6: ケース 1 の実験結果
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(b) 収束曲線（鎖線：オリジナル，実線：リンク追加後）
(a) 可視化結果
図 7: ケース 2 の実験結果
性について比較し，年ごとのネットワーク構造の違いに
ついて考察している．文献 [Koujaku 13] では，密につ
ながるノードが分離したり，疎な状態のノードが密に
つながるなど大きな変化を検出するべく，隣接行列の
固有値分解を利用し動的ネットワークに対する異常値
検出法を提案している．文献 [渡部 14] では，Twitter
ネットワークを対象に，成長モデルの観点からフォロー
／フォロー解除のパターンをモデル化し，時間的構造
変化の解析手法を提案している．文献 [Peel 14] では，
階層ランダムグラフモデル [Clauset 08] を一般化した
GHRG モデルを用いて，ネットワークのコミュニティ
階層性を学習し，尤度比検定により有意に階層性が変
化した時点を検出する手法を提案している．

本研究では，各ノードの機能・役割に着目し，時間と
ともに変化するネットワーク構造の中でノードの果た
す役割も変化すると仮定し，その変化の平均値により
ネットワーク構造の変化を定量化している．これによ
り，変化が発生した場所やネットワーク全体に与える
インパクトなどを考慮した指標となっている点で，先
行研究とは異なる．

5

おわりに

本稿では，動的にリンク構造の変化するネットワー
クに対して，大きな影響を及ぼす変化を検出するため
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の指標を提案した．複数のネットワークに人工的な変化
を発生させた評価実験より，提案指標である PageRank
収束曲線の平均類似度は，1）変化の規模に比例した値
を示し，2）集中的に発生する変化，3）対象ノード間
の距離が大きいような変化，4）重要ノードを巻き込ん
だ変化を検出可能であることを示した．ネットワーク
構造の指標であるクラスタ係数，ノード間距離，トラ
イアドを観測するだけでは，変化が起きたことは検出
できても，変化の重大性を反映するのは困難である．
今後は，多様なネットワークの実際の変化に対して，
提案指標が適用できるかについて評価を進めていきたい．
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