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リンク構造を用いた類似度計算手法の改良
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あらまし 本稿では，リンク構造を用いたグラフの類似度計算に関する既存手法の問題点と改善手法について議論す

る。代表的な既存手法である SimRankでは，グラフの全てのノード対に対して，対の各ノードへのリンクを持つノー

ドの間の類似度をノード対の類似度に伝播させることで類似度を計算する。この伝搬を再帰的に行うことにより，グ

ラフ全体にリンク元のノードの対の類似度を伝播させることができる。しかし，この手法では，リンクで隣接してい

るノードの対は非常に関係が深いと考えられるにも関わらず，そのような関係は類似度に反映されないという問題や，

比較するノード対の各々にリンクしているノードの間の類似度しか考慮しないために，比較する一方のノードへリン

クしているノードともう一方のノード自身が類似していたとしても，それは反映されないという問題ががあり、その

ため類似度が全体的にスパースになってしまうという欠点がある。そこで本稿では，SimRankのアルゴリズムにノー

ド間のリンクの考慮とノード自身に対するセルフリンクを付加することで，上の問題点を改善する手法を提案する。
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1. ま え が き

人と人との繋がりを示すソーシャルネットワークへの関心が

高まっている。私たちの住む世界を友人関係や師弟関係など

の人と人との間における様々な関係から成るヒューマンネット

ワークとして表すことができる。このヒューマンネットワーク

をノードとリンクをもったグラフで表すことができる。グラフ

のノードは人を表し、グラフのリンクは人と人のつながりを表

し、リンクでつながっているノード同士は何らかの関係をもつ。

研究者間における関係の例として、ある研究者 Aが書いた論

文 Aがある研究者 Bが書いた論文 Bを引用していたなら、研

究領域において研究者 Aと研究者 Bには何らかの関係がある。

この関係によって、研究者 Aの書いた論文を読んだ研究者 Cは

研究者 Bの書いた論文を読むかもしれない。この場合、ノード

は研究者、リンクは論文引用、ノード間の関係は研究者間の関

心度合いを表す。

例であげたようなノード間のリンクを基にした関係性の強弱

は類似度を用いて表されることが多い。リンク構造を用いて類

似度を計算することは有用である。例えば、ウェブページ群に

対してリンク構造を基に類似度を求めてあるウェブページに関

連するウェブページを探すこともできる。そのため、リンク構

造を用いた類似度計算方法はいくつか提案されている。

リンク構造を用いた類似度計算方法の中で代表的なものとし

て SimRank [1]という計算方法がある。SimRankはノード同士

の周辺の類似度を”類似するオブジェクト同士は類似するオブ

ジェクトに関連付けられる (similar objects are related to similar

objects)”という直観を基に任意の二つのノードに対して共引用

を反復的に計算し、類似度を求め、類似度を伝播させるアルゴ

リズムである。SimRankはリンク構造を用いた類似度計算方法

としては良く定義されているが、いくつか問題点がある。

まず一つに、SimRank を同じ関係ドメイン中のノード同士

エッジを持たない二部グラフに対して適用した場合には問題は

無いが、グラフに対して適用した場合に問題が生じる。例え

ば、著者と書籍の関係を表す二部グラフへの適応は問題ない

が、著者と著者の関係を表すグラフへの適応は問題がある。こ

れは SimRank が同関係ドメイン上にある二つのノードの類似



度を計算する際に二つのノード間のリンクを考慮しないため、

二つのノード間にリンクが存在するという，明らかにノード間

の関連の高さを表している情報を見逃してしまう。二つめに、

SimRankが類似度を計算する二つのノードに共引用となりうる

インリンクで隣接するノードの対の類似度のみしか類似度計算

に反映させないところに問題がある。例えば、ある二つのノー

ドの SimRank のスコアを求める際に、あるノードにインリン

クで隣接するノードがもう片方のノードに類似していたとして

も、SimRankはインリンクで隣接するノードの対でしか類似度

を考慮しないために類似度計算に前者の類似度を含めることは

できない。最悪の場合、片方のノードにインリンクで隣接して

いる一つのノードがもう片方のノードに類似していたとして

も、すべての隣接ノードの対の類似度が 0ならば、SimRankの

類似度が 0になってしまう。

一旦，あるノード対の類似度が 0 になるとその箇所から類

似度を伝播させることができずに、全体的に類似度をスパース

にさせてしまうといった問題を引き起こす。スパース問題は”

類似するオブジェクト同士は類似するオブジェクトに関連付け

られる”という SimRankの趣旨の機能実現を妨げる。そこで、

我々は SimRank の”類似するオブジェクト同士は類似するオ

ブジェクト同士に関連付けられる”という趣旨により沿った”

類似するオブジェクト同士は類似するオブジェクト、または、

オブジェクト同士により関連付けられる”という趣旨を基に

SimRankを拡張、改善するための類似度計算方法を提案する。

類似度計算に対して新しい解釈や類似度を計算するグラフに対

して新しいリンクを付加することにより改善を行う。

本稿では著者-著者関係を持つ同一ドメイン上のグラフにおけ

る類似度について言及する。我々の提案する類似度計算の仕組

みが現実のデータセットに対していかに作用するかを述べる。

実験に用いた現実のデータセットは DBLP の書誌データから

なる。

本稿の主な貢献は以下の通りである。

• 我々は SimRankアルゴリズムを拡張した、任意のノード

間にエッジが存在しうる一般のグラフに適した類似度計算方法

を提案し、類似度計算方法の形式的定義を示す。(第 3章)

• 我々は SimRankと我々の提案する類似度計算方法の違い

を実験結果を元に評価し報告する。(第 4章)

第 2章では SimRankについて述べる。

2. SimRank

SimRankは任意の二つのノードに対して 0から 1の範囲内で

類似度を算出する。SimRankの二つのノードの類似度の計算方

法の形式的定義は式 (1)となる。

Siml+1(a, b) =
C

|I(a)||I(b)|
|I(a)|�
i=1

|I(b)|�
j=1

Siml(Ii(a), Ij(b))

(1)

SimRankのアルゴリズムは”類似するオブジェクト同士は類似

するオブジェクト同士に関連付けられる”という直観を基に類

似度の伝播を繰り返す再帰的な不動点アルゴリズムである。

二つのノード aとノード bの類似度を求める際に二つのノー

ドが同じ (a=b)ならば類似度は 1になり、二つのノードが同じ

でないなら式 (1)を用いる。C は 0 < C < 1の定数で、反復計

算の減衰因子として用いられる。

式 (1)に用いられている、I(a)、I(b)はインリンクで隣接す

るノードの集合を表し、I(a) はノード a にインリンクで隣接

するノードの集合を意味する。Ii(a)、Ij(b)は個々のインリン

クで隣接するノードを表し、|I(a)|、|I(b)| はインリンクで隣
接するノードの数を表し、|I(a)||I(b)| はインリンクで隣接す
るノードの対の総数を表す。iと jに関しては 1 <= i <= |I(a)|、
1 <= j <= |I(b)| となる。式 (1) より、あるノード a とノード b

の類似度は I(a)と I(b)のすべてのインリンクで隣接するノー

ドの対、Ii(a)と Ij(b)、に対する類似度の合計として計算され

る。l は反復の回数を表す。l = 0 のときの SimRank の最初の

反復は Ii(a) と Ij(b) が等しくなる Siml(Ii(a), Ij(b)) = 1 の

場合、すなわち共引用のみを考慮に入れるが、l > 1 のとき

に SimRankの反復は共引用と Ii(a)と Ij(b)が等しくなくかつ

Siml(Ii(a), Ij(b)) > 0 となる類似度の伝播も考慮に入れる。

つまり、SimRank は共引用のスコアを基に反復間で類似度を

伝播させていくのである。反復計算によって合計計算の中に

含まれる二つのノードの類似度 Siml(Ii(a), Ij(b))が上昇する

と、Siml+1(a, b) の類似度も上昇するという類似度の伝播が

SimRankの特徴である。SimRankはこの反復計算によって”類

似するオブジェクト同士は類似するオブジェクトに関連付けら

れる”という趣旨を満たす。

二つのノードの SimRank のスコアは対称となるの

で、Siml(a, b) = Siml(b, a) である。SimRank のスコアが

Siml(a, a) = 1 となっても、Siml(a, b) = 1 となることは

決してない。なぜなら、SimRankのスコアは式 (1)より右辺の

減衰因子 C の掛け算により必ず 1 より低いスコアに減衰する

ようになっている。これは同じもの同士の類似度より違うもの

同士の類似度の方が信頼性が低いことを述べている。

すべてのノードのペアについて類似度を計算するために

SimRankの空間計算量は O(n2)、時間計算量はO(Ln2d2)とな

る。空間計算量は Siml の計算結果をストアするために単純に

O(n2)となる。時間計算量の中の Lは反復回数を示し、d2 は

|I(a)||I(b)|のインリンクで隣接するノードの対の平均個数を示
す。時間計算量はすべてのノードペア n2 のスコアをインリン

クで隣接するノードの対 d2 からの類似度で計算するために各

反復での時間計算量は O(n2d2)となり、すべての反復での時間

計算量は O(Ln2d2) となる。ノード a とノード b の SimRank

のスコアは liml→∞ Siml(a, b)で定められるが、SimRankの全

体のスコアは反復回数 5以内で収束するので不動点アルゴリズ

ムとしてはとても安定している。

本稿では SimRankで使われるこの表記方法と同じものを使う。

3. SimRankの改良

SimRankのアルゴリズムは共引用のスコアを基に類似度を伝

播させるものである。これは”類似するオブジェクト同士は類

似するオブジェクト同士に関連付けられる”という方針を実現

するためのものであった。しかし、SimRankのアルゴリズムを



用いた場合に類似度を伝播しづらいあるいは伝播しないケース

がいくつかある。類似度を伝播させられないと SimRankのスコ

アが全体的に低く抑えられる。その場合、特に”類似するオブ

ジェクト同士は類似するオブジェクト同士に関連付けられる”

という方針を満たすことができない。

図 1

例えば、図 1のような片方のノード Aがもう片方へのノード

Bへのリンクだけを持つグラフに対して SimRankを計算する。

ノード Aにインリンクがないために SimRankのスコアは 0に

なる。人間の目で図 1を直視すれば二つのノード Aとノード B

に関連性がありそうだが、SimRankは二つのオブジェクトの類

似度を計算する際にその二つのオブジェクト間のリンクを考慮

に入れない。ちなみに、このような問題は二部グラフでは起き

ない。なぜなら、著者-著者のような同じ関係ドメイン中のノー

ド同士でリンクを持たないからである。しかし、一般のグラフ

の場合はすべてのノード同士の間でリンクを持つことができる

ためにこのような問題が生じる。

図 2

また、図 2のようなノード Bの隣接するノード Dがノード

A に対してノード E を基に類似性をもっている元で、ノード

Aとノード Bに対して SimRankを計算する。ノード Aとノー

ド Bに隣接するインリンクの対はノード Cとノード Dとなり、

ノード A とノード B の SimRank のスコアはノード C とノー

ド Dの類似度に左右される。ノード Cとノード Dの類似度が

0ならば、ノード Bの隣接するノード Dがノード Aに対して

ノード Eを基に類似性を持っていたとしても、ノード Aとノー

ド Bの SimRankのスコアは 0となる。SimRankは”類似する

オブジェクト同士は類似するオブジェクト同士に関連付けられ

る”という直観には従っているが、図 1、図 2のような直観的

に類似していると判断できるケースを考慮しない。なぜなら、

SimRankは”オブジェクト同士”という趣旨の枠内でインリン

クで隣接するノードの対のみの類似度を合計するアルゴリズム

だからである。

そこで我々はインリンクで隣接するノードの対のみならず、

図 1や図 2のようなリンクを考慮できるように SimRankを拡張

する。この拡張により”類似するオブジェクト同士は類似する

オブジェクト同士に関連付けられる”というよりは”類似する

オブジェクト同士は類似するオブジェクト、または、オブジェ

クト同士により関連付けられる”という直観に変わる。

図 1の二つのノード類似度を計算する際に二つのノードの間

のリンクを考慮に入れるために SimRank の形式的定義を以下

のように式を変更する。

Siml+1(a, b) =
C

|I(a)||I(b)|+ 1

�|I(a)|�
i=1

|I(b)|�
j=1

Siml(Ii(a), Ij(b))+

1

2
In(b → a) +

1

2
In(a → b)

�
(2)

また、二つのノード間にリンクがあるかないかを以下のように

定義する。

In(b → a) =

�
1, bから aにインリンクがあれば

0, bから aにインリンクがなければ

式 (2)では、従来の SimRankに二つのオブジェクト間にリン

クがあれば SimRankのスコアに 0.5を足し、二つのオブジェク

ト間にリンクがなければ SimRankのスコアに変更を加えず、さ

らに、新しい類似度加算の基準を一つ加えた分、分母に 1を足

してスコアを割っている。

式 (2) はノード間のリンクを考慮するのみならず、インリン

クで隣接するノードの対を形成できなかったとしても、ノード

間にリンクがあれば類似度が 0以上になる。このため、従来の

SimRankよりも類似度の伝播をより強く行うことができる。

図 3

次に図 2の二つのノードの類似度を計算する際に片方のノー

ドにインリンクで隣接するノードが、もう片方のノードに関連

しているケースを考慮に入れるために図 3 のようにグラフを

SimRank の計算時に変化させる。図 3 では類似度を計算する

二つの各ノードに自身へのセルフリンクを加えている。セルフ

リンクを加えることにより、セルフリンクのあるノードともう

片方のノードにインリンクで隣接するノードとの関連性を考慮



に入れることができる。図 3のグラフの変更に対応するために

SimRankの形式的定義を以下のように式変形させる。

Siml+1(a, b) =
C

|I(a)||I(b)|+ |I(a)| + |I(b)|
�

|I(a)|�
i=1

|I(b)|�
j=1

Siml(Ii(a), Ij(b))+

|I(b)|�
j=1

Siml(a, Ij(b)) +

|I(a)|�
i=1

Siml(b, Ii(a))

�
(3)

式 (3)では、セルフリンクと他方のインリンクで隣接するノー

ドの対の類似度を加算している。また、加算した分だけ分母に

足して割っている。但し、従来の SimRank の計算の中にはこ

のセルフインリンクを加味しない。セルフリンクのあるノード

と他方のノードにインリンクで隣接するノードの対を考慮に入

れる直観は”類似するオブジェクト同士は類似するオブジェク

トに関連付けられる”である。これは SimRank の定める対に

ならなくても図 2のようにあるノードにインリンクで隣接する

ノードが他方のノードに類似していれば関連付けられるという

のが我々の方針である。式 (3)はインリンクで隣接するノード

と SimRank のスコアを求めるもう片方のノードとの類似度を

考慮するのみならず、対となるノードの類似度がたとえ 0だっ

たとしても、インリンクで隣接する単体のノードと他方のノー

ドとの類似度が 0 以上になれば SimRankのスコアは 0 以上に

なる。このため、従来の SimRankよりも類似度の伝播をより強

く行うことができる。

図 1と図 2の両方の問題を扱うために、式 (2)と式 (3)を組

み合わせて式 (4)を生成する。

Siml+1(a, b) =
C

(|I(a)|+ 1)(|I(b)| + 1)

�
|I(a)|�
i=1

|I(b)|�
j=1

Siml(Ii(a), Ij(b))+

|I(b)|�
j=1

Siml(a, Ij(b)) +

|I(a)|�
i=1

Siml(b, Ii(a))+

1

2
In(b → a) +

1

2
In(a → b)

�
(4)

式 (4)は式 (2)と式 (3)の個々の SimRankの変形よりも類似

度の伝播をより強く行うことができる。これにより、”類似す

るオブジェクト同士は類似するオブジェクト又はオブジェクト

同士により関連付けられる”という直観を実現できる。また、

スコアは常に 0 <= Siml <= 1となる。

4. 実 験

我々は我々の提案手法と SimRankの性能を実際の論文の引用

関係データを用いて比較した。実験では本提案手法と SimRank

を実際の著者間の論文の引用グラフに適用した。我々は著者間

の引用グラフを計算機科学分野の論文目録サイト DBLPで公開

図 4 反復毎の全体のスコア遷移

されている文献データを用いて作成した。グラフのノードが論

文の著者、リンクが引用となる。引用グラフは ERと EDBTの

データベースの国際会議で発表された論文の著者間の引用関係

から成る。本実験はこの引用グラフの第一著者間の類似度を求

めるために提案手法と SimRankを適用した。第一著者の総数は

1074、引用総数は 3199である。

本提案手法はノード間のリンクを考慮する式 (2)とセルフリ

ンクを持つノードと他方のノードにインリンクで隣接するノー

ドの対の類似度を加算する式 (3) と式 (2) と式 (3) を組み合わ

せた式 (4)の 3つから成る。本実験ではこの 3つの提案手法と

SimRankの性能比較を行うものとする。

本提案手法と SimRankの性能を比較する際に、我々は次の質

問に答えることに照準を絞った。

（ 1） 反復毎に全体のスコアがどのように変化したか？

（ 2） 全体のスコアがどのように変化したか？

本実験の反復回数は 10である。同著者間の類似度は常に 1

になることは自明なので、同著者間の類似度は実験結果には含

めない。著者間で対称となる類似度の重複も含めない。

4. 1 反復毎の全体のスコアの変化

図 4 は本提案手法と SimRank の全体のスコアの反復毎の推

移を表す。スコアの推移の検証は最も重要なポイントとなる。

なぜなら、SimRankは不動点アルゴリズムで各スコアは必ずあ

る値に収束するので、全体のスコアは必ずある値に収束しなけ

ればならない。もし、全体のスコアが収束せず発散すれば、そ

のようなアルゴリズムは類似度計算の手法としては使用できな

い。図 4を見る限り、本提案手法の全体のスコアはすべて収束

に向かっているので、本提案手法は SimRankの性質を保った機

能拡張ということができる。本提案手法は反復回数が 1のとき

にどれも SimRankの全体のスコアより低いが、これは SimRank

の形式定義に含まれる分母の数より本提案手法の形式的定義に

含まれる分母の数が大きいためにこのようになる。反復回数が



図 5 0 より大きい類似度の個数

1 のときに本提案手法の全体のスコアは SimRank の全体のス

コアより低いが、ある一定回数の反復を行ったときに、本提案

手法が SimRank の全体のスコアを上回っているため、従来の

SimRankよりも類似度の伝播をより強く行っているということ

がわかる。

4. 2 全体のスコアの変化

図 5 は本提案手法と SimRank においてすべての二つのノー

ドのスコアが 0より大きい類似度の個数を示している。図 5の

スコアは反復回数 10のときのスコアを対象としている。二つ

のノードのスコアが 0 より大きくなる数は SimRank で 15828

個,式 (2)で 17113個,式 (3)で 27442個,式 (4)で 34726個とな

る。SimRankの問題点として類似度がうまく伝播しないスパー

ス問題があることを第 3章ですでに述べた。図 5の式 (3)はイ

ンリンクで隣接するノードとスコアを求めるもう片方のノード

の類似度を考慮に入れることにより、スパース問題を顕著に改

善できることを示している。反復毎の全体のスコアの推移と同

様に、図 5 から本提案手法が従来の SimRankよりも類似度の

伝播をより強く行っているということがわかる。

本提案手法と SimRankの二つの比較より、本提案手法が類似

度の伝搬という点において SimRank を改善したものであるこ

とがわかる。

5. 関 連 研 究

本稿はリンク構造を用いた類似度計算方法として SimRank

について言及してきた。リンク構造を用いた類似度計算方法の

中で最も有名な方法として co-citation [2]がある。co-citationは

科学分野の論文の類似度を計算する際によく使われる手法であ

る。co-citationの計算方法において、二つの論文 aと論文 bの

間の類似度は論文 a と論文 b の両方を引用している論文の数

を基に決められる。co-citationと SimRankの二つのノードに対

する類似度の計算方法の違いは co-citation が隣接するノード、

親ノード、によって類似度を計算するのに対して、SimRankは

反復計算によってグラフ全体の類似度を計算する点にある。”

類似するオブジェクト同士は類似するオブジェクトに関連付け

られる”という趣旨の基、類似しているノードが隣接してい

ればいるほど類似度がより高くなる点で類似度の計算方法と

して SimRankは co-citationより優れている。Glen Jehら [1]は

co-citationと SimRankの性能評価を現実のデータセットを基に

行い、SimRankの方が類似度の計算方法として co-citationより

性能が高いことが期待できる。本提案手法も類似しているノー

ドが隣接していればいるほど類似度がより高くなるので、本提

案もまた類似度の計算方法として co-citationより性能が高いと

いえる。

Zhenjiang Linらは類似度を計算する際にリンク構造を用いた

ノードの重要度を考慮する PageSim [3] を提案した。PageSim

はノードの重要度を PageRank [4]を用いて計算し、ノード間で

PageRankを伝播させ、より重要度の高いノードと類似するノー

ドを計算する仕組みである。Glen Jeh らは SimRank の計算で

ノードの重要度を考慮できる以下の方法を提案した。

SimP (a, b) = Sim(a, b) × |I(a)|P (5)

P はノードの重要度となり、インリンクで隣接するノードの

重要度を SimRank の計算に反映させる。本提案もまたそれに

従ってノードの重要度を加味できる。しかし、ノードの重要度

のパラメーター P の設定は人間の手によって決められるため、

PageSimのように重要度と類似度を統一的に扱うことができな

い。重要度と類似度を統一的に扱えるよう SimRankを改善する

ことが今後の課題となる。また、引用解析における重要度と類

似度を統一的に扱えるノイマンカーネル [5]がある。ノイマン

カーネルは引用解析の際に co-citationと HITS [6]を組み合わせ

て計算することで重要度と類似度の計算を統一的に扱う。

SimRankの別の問題として計算量の問題があげられる。Sim-

Rankはすべてのノードの対の類似度を計算するために空間計

算量が正方になり O(n2) となってしまう。SimRank を拡張し

ている本提案もまた空間計算量が O(n2)となる。そこで Glen

Jehらは枝刈りによって遠方のノードを考慮せずに近隣のノー

ドだけに類似度の伝播を絞ることで計算量を減らす方法を提案

した。Glen Jehらは SimRankのスキームを変えることで空間計

算量の問題に取り組んだ。これに対して Daniel Fogarasらは最

初から空間計算量を軽減したスキームで設計されたリンク構造

を用いた類似度計算方法 PsimRank [7]を提案した。二つのラン

ダムウォークが互いにグラフ上を同じゴールに向かっているか

どうかを基に類似度計算する。二つの各ノードからノードのリ

ンクを逆向きに辿るランダムウォークを放ち、二つのランダム

ウォークが最初に出会ったときに類似度を計算する。一度グラ

フを散策してしまえば、すべてのノードの対の類似度を計算で

きるために空間計算量は線形となり O(n)となる。

Jimeng Sunら [8]は SimRankで用いられているアイデア”類

似するオブジェクト同士は類似するオブジェクトに関連付けら

れる”を二部グラフ上で別の方法で実現した。グラフのリンク

構造を隣接行列に変換し、ランダムウォークを二部グラフ上で



再帰的に走らせて算出した隣接行列の固有値をノード間の類似

度として計算した。

David Liben-Nowellら [9] は隣接するリンク構造を用いた類

似度計算使って、過去のグラフデータの類似度から現在のグラ

フデータのリンク予測の検証を試みた。本稿ではすべての時間

の類似度を計算しており、過去、現在、未来等のスナップショッ

トの類似度計算を対象とはしていない。そのため、本提案手法

と SimRank がリンク予測を求める際にどれ程性能が変わって

くるのかを検証することを次に試みたい。

6. 結 論

我々は SimRank の類似度の伝播の改善を図るためにノード

間のリンクの考慮とノード自身に対するセルフリンクを付加し

隣接する単体のノードとの類似度の考慮を含む SimRank アル

ゴリズム提案した。さらに本提案と SimRankの類似度の反復に

よるスコアの推移の違いや全体のスコアの違いを実験により示

した。その実験から本提案が SimRankの類似度の伝播をより高

められることが確認できた。
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