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機械学習・データ科学センタが推進するビッグデータ技術の横断的研究開発

グラフのデータ構造

近年，SNSなどのソーシャルメディ
アの爆発的な普及に伴い，ビッグデー
タの持つデータ構造は従来の単純な表
構造に加え，人 ・ モノ ・ 場所といった
多様な情報のつながりを表現するグラ
フというデータ構造が登場し始めてい
ます．グラフは，データおよびデータ
どうしの関連性をそれぞれ「ノード」
と「エッジ」で表現するデータ構造を
持ち，このデータ構造はWebページの
リンク関係やSNSの交友関係，商品
の購買関係，交差点と道路の接続関係
など私たちの周りに多く存在していま

す．NTT研究所では，大規模なグラ
フから類似するデータ（ノード）のグ
ループや重要なノードを発見したり，
大規模なグラフを複数のマシンで扱え
るように適切に分割したりする技術の
研究開発に取り組んでいます．そして，
事業会社や学会と連携してこれらの
技術を活用していくことで，より実用
的で新しい技術の創出を目指してい
ます．

大規模なグラフを瞬時に分析する
グラフマイニング技術

交友関係からつながりの強い人のグ
ループや影響力のある人を発見するな

ど，グラフに隠された関係性を発見す
ることをグラフマイニングと呼びま
す．グラフマイニングの手法や応用に
関する研究は近年増加しており，ビジ
ネスでの活用もみられ始めています．
しかし，日本の人口規模の交友関係な
ど大規模なグラフを扱うには膨大な処
理時間が必要となることから，試行錯
誤が求められるグラフマイニングを効
率的に行うのは困難でした．

そこで，NTT研究所では，大規模
なグラフを高速に分析するグラフマイ
ニングエンジン「Grapon」を開発し，
大規模なグラフのクラスタ分析や重要
度分析を可能にしました（図 ₁）．ク
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図 ₁ 　NTTのグラフマイニングエンジン「Grapon」

大規模グラフ向けの先進的な処理 ・ 分析技術

近年，交友関係，購買関係，企業取引関係などのさまざまなつながりに
隠された知識を獲得して，販売促進や業務の効率化などへ活用することが
期待されています．データのつながりを表すグラフというデータ構造に着
目した分析のことをグラフマイニングと呼びますが，本稿では大規模なグ
ラフに隠れた知識を瞬時に発見したり，高速なグラフ処理により業務を効
率化したりするための先進的なグラフマイニング技術を適用事例とともに
紹介します．
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ラスタ分析は，グラフから瞬時につな
がりの強い人 ・ モノのグループを発見
してマーケティングや商品の販売戦略
などに活用するものです．また，重要
度分析は人 ・ モノのつながり方から
ノードの重要度を瞬時にランク付けし
て商品推薦などに活用するものです．
Graponは私たちが考案した世界最速
のアルゴリズムを実装しており，例え
ば，クラスタ分析においては， 1 億
ノード規模のグラフに対してこれまで
数時間かかっていた処理を約 3 分に
短縮しています（1），（2）．現在，私たちは
より多様なデータ分析を可能とするた
め，さらに進んだグラフマイニング技
術の研究開発を進めています．以降で
は最新の取り組みとして，グラフを高
速かつ等粒度に分割する技術，グラフ
から複数のグループをつなぐ橋渡し役
となるノードを瞬時に発見する技術，
ノードの属するカテゴリを瞬時に推定
する技術を紹介します．

グラフの等粒度分割

グラフが大規模になってくると，こ
れを複数のデータベースに分割して格
納したり，複数のマシンで並列に処理
したりするため，グラフを適切に分割
することが必要になります．私たちは
クラスタ性を維持しつつ，それぞれの
クラスタが同程度の大きさ（等粒度）
になるようにグラフを分割する等粒度
クラスタリング技術を開発しました（3）．
クラスタ性を維持するとは，つながり
の強いノードどうしは分割せずに同じ
クラスタになるようにすることです．
また，同程度の大きさのクラスタに分
割するとは，各エッジに重みを与えた
状態で，各クラスタのエッジの重みの
和が同程度になるような分割を行うこ
とです．

等粒度クラスタリング技術では，は

じめに大きさの不均一な多数の小さな
クラスタを中間状態として生成し，最
終的に出来上がる各クラスタが等粒度
になるようにそれらの中間状態のクラ
スタを集約していきます（図 2（a））．
例えば道路網をグラフで表現し，渋滞
予測するケースを考えましょう．この
場合，道路の交差点がノード，道路が
エッジ，道路上の車の量がエッジの重
みに相当します．都市部の道路網を想
定し，かつ時々刻々と変化する交通状
況を考慮すると，大規模なグラフから
リアルタイムに近い速度で交通状況を
シミュレーションすることが求められ
るため，道路網をまとまり良く（クラ

スタ性を維持しつつ）分割し，それぞ
れの単位で車の動きを並列にシミュ
レーションし，渋滞を予測することが
必要です．ここで数分後の渋滞を予測
するシミュレーションに数10分以上
かかるようでは本末転倒になってしま
います．等粒度クラスタリング技術は，
シミュレーションの並列数に合わせた
高速なグラフ分割と，分割されたグラ
フの等粒度性による並列処理負荷の平
準化により，高速な並列シミュレー
ションを可能にします（図 2（b））．

等粒度クラスタリング技術をNTT
データと協力して評価したところ，
オープンソースのグラフ分割ソフト

（a）　グラフから 6つの等粒度クラスタを得る処理の例

（b）　交通状況のシミュレーション

大きさの不均一な多数のクラスタが生成された段階で
小さなクラスタどうしの集約を開始

まとまりの良いクラスタになるようノード集約を繰り返し
実施

6つの等粒度クラスタを構築

・交通量の見える化
・渋滞予測
・予測に適応した信号制御

ノード：交差点
エッジ：道路
エッジの重み：車の量

等粒度クラスタ
リング技術

・車の量を考慮して道路を等しい大きさに分割
・交通量変化に合わせて高速に再分割可能

入力データ

GPSプローブ

道路・交差点

シミュレーションシナリオ

分析（交通シミュレーション） 適用

分割した道路ごとに
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並列実行

処理
時間

図 2 　グラフの等粒度分割



NTT技術ジャーナル　2015.1226

機械学習・データ科学センタが推進するビッグデータ技術の横断的研究開発

ウェアMETISよりも10倍以上高速
で，かつ，より等粒度性の高いグラフ
分割ができることを確認しました．現
在は，NTTデータにて実証実験への
活用を検討している段階ですが，本技
術は渋滞予測以外にも，交通量の見え
る化，予測に適応した信号制御などへ
の応用が期待できます．

橋渡し役を担う人 ・ モノを瞬時に
発見

近年，つながりの強いノードのグ
ループを発見するだけでなく，よりき
め細かい分析を可能とするものとし
て，複数のグループをつなぐ橋渡し役
となるノード（ハブ）や，分析のノイ
ズとなる孤立したノード（外れ値）を
も同時に発見する構造的類似度に基づ
くクラスタリング技術（SCAN: Struc
tural Clustering Algorithm for Net
works）が考案されています．これは
グラフからクラスタを構築していく処
理において，どのクラスタにも分類さ
れないノードは無理にクラスタには含
めず，ハブまたは外れ値とする技術で
す．従来，このような分析を行うため
にはすべてのノードとエッジについて
一様につながりの強さを評価していく
ため，非常に膨大な計算時間がかかっ
ていました．私たちはSCANの有用性
に着目し，これを大規模なグラフにつ
いても実用的な速度でデータ分析可能
な技術を開発しました（4）．

具体的には，すべてのノードについ
てクラスタになるかどうかを評価する
のではなく，一部のノードのみを対象
にクラスタを構築していきます．クラ
スタを構築していく中で，クラスタど
うしが交わる場合は 1 つのクラスタ
に集約し，いずれのクラスタにも属さ
ないものはハブまたは外れ値とします

（図 3）．このような工夫により，従来

手法の精度を落とさずに約20倍の高
速化を達成しました．クラスタ，ハブ，
外れ値を同時に発見することはクラス
タ分析に比べると時間のかかる処理で
すが，この高速化により，数10万ノー
ド規模のグラフを数秒程度で処理でき
るようになりました．

例えば，友人関係を本技術で分析し
た場合，どのグループにも属さない人
物がハブとして検出されます．この人
物は，橋渡し役として複数のグループ
に関与していると考えられ，商品の口
コミにおいて複数のグループに情報を
拡散させたり，あるグループの情報を
ほかのグループに伝達させたりする役
割を担っている可能性があります．ま
た，ハブとなる人物はどのグループに
も属さないことから，評価や審査と
いった中立性が求められる業務の担当
者の候補にすることも考えられます．
さらに，企業の取引関係のグラフを考
えれば，橋渡し役となる企業を見つけ，
これを複数の業界に影響力のある企業
として提携先に選ぶなどの経営判断に
も活用できる可能性があります．この
ようにさまざまな用途が考えられるこ
とから，現在はこの技術の適用性の評
価を進めています．

人 ・ モノが属するカテゴリを瞬時
に推定

顧客を健康志向，高級志向などの趣
味 ・ 嗜好で分類したり，ニュース記事
を政治や芸能などに分類して配信する
など，データをカテゴリに分類するこ
とはデータ分析における重要なタスク
の 1 つです．グラフマイニングにおい
てもノードを分類する技術の 1 つに
ラベル伝播があります．ラベル伝播で
は，グラフの各ノードにそれぞれ 1 つ
ずつラベルという情報が付与されてい
て，異なるラベルが付与されたノード
どうしは異なるカテゴリに所属するこ
ととみなします．ラベル伝播によるカ
テゴリ推定は，ラベルが付与された少
数のノードとグラフが与えられたと
き，ラベルが付与されていないその他
のノードのラベルを推定するというも
のです．例えば，文書どうしがその類
似度によってつながったグラフにおい
て，“dog”，“cat”，“bird”というラベ
ルが付与されたノードがあるとき，こ
れらのノードとのつながりの強さに応
じて，その他のノードを“dog”，“cat”，
“bird”のいずれかに分類するといった
具合です．このとき，それぞれのノー

クラスタ

一部のノード（黄色）を対象にクラスタを構築
（破線）

クラスタどうし交わる場合には1つの
クラスタに集約

いずれのクラスタにも属さないものはハブ
または外れ値

計算対象ノード

ハブ

外れ値
クラスタ

図 3 　橋渡し役の発見
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ドに対し，ラベルの付与される度合い
（ラベルのスコア）を，すべてのラベ
ルについて計算します．その結果もっ
ともスコアの高いラベルがそのノード
のラベルとして付与されます．

この計算の問題点は，グラフの構造
をもとに再帰的に計算するため，非常
に多くの計算コストがかかることです．
私たちは，大規模なグラフを実用的な
速度で分析できるよう，高速にラベル
伝播を行う技術を開発しました（5）．私
たちの技術は，あるラベルが明らかに
解とならないと判明した時点でそのラ
ベルのスコア計算を打ち切っていきま
す（図 4）．これにより従来技術に比
べて 2 〜400倍の高速化を達成しまし
た．ラベル伝播によってノードのカテ
ゴリを推定する処理は通常のクラスタ
分析に比べるとかなり時間のかかる処
理ですが，この高速化により，数1000
〜数万ノード規模のグラフを数秒程度
で処理できるようになりました．この
技術は，大規模な購買関係のグラフか
ら顧客を分類してマーケティングに活

用したり，同じカテゴリに属する商品
の併売による販売促進に活用したりす
ることが考えられます．また，企業群
のサプライチェーンの中から，ある企
業がどの資本グループに分類されるか
を推定し，競合他社でないと判明すれ
ばその企業を提携先や取引先に選ぶと
いった経営判断にも活用できるでしょ
う．この技術についても現在，適用性
の評価を進めています．

技術の有用性を検証する取り組み

私たちは，技術をさまざまな分野に
適用してみることで，技術の検証，洗
練化，新たな研究課題の抽出を目指し
て研究開発を進めています．主な事例
としては，大学や企業から600名を超
えるデータ分析実務者や有識者が集ま
る経営科学系研究部会連合協議会主催
のデータ解析コンペティションに参画し，
マーケティング分野においてGrapon
を活用した分析トライアルを行いまし
た．この結果，大規模なPOSデータ
から推薦すべき商品を高速に抽出した

り，併売効果のありそうな商品の組合
せを発見するなどGraponの有用性を
確認しました．また，電子情報通信学
会の16万を超える論文データから有益
な知恵を導出するIScoverチャレンジ
2014に大阪大学と共同で参加しました．
IScoverチャレンジ2014ではGrapon
を用いて数10万人以上の論文著者の共
著関係から表彰論文を輩出したコミュ
ニティの動向を把握したり，隠れた貢
献論文を発見するなど，大規模なデー
タを高速に分析できることを確認して
います（図 5）．

より大規模なデータの分析を 
目指して

私たちの周りにあるグラフはますま
す大規模化しています．例えばWeb
ページの総数は数10億以上の規模に
達しているといわれています．このよ
うな中，私たちはCPU単体でグラフ
マイニングを実行させるだけでなく，
複数のCPUを活用してグラフマイニ
ングを効率的に並列実行する技術につ

解とならないラベルが判明した時点で，
そのラベルのスコア計算を打ち切り

cat

cat

cat

dog

dog

dog

bird

bird

bird

dogとbirdが解とならないと判明した
時点でスコア計算を打ち切り

ラベルが付与されたノードと，付与
されていないノードから成るグラフ

各ノードについて，それぞれの
ラベルのスコアを計算

dogとcatが解とならないと判明した
時点でスコア計算を打ち切り

birdとcatが解とならないと判明した
時点でスコア計算を打ち切り

図 4 　カテゴリの推定
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いても検討を始めました．例えばノー
ドを識別するための番号の割り振り方
を工夫することで，CPUキャッシュメ
モリ内に閉じた処理を増やすことがで
きます．これによりCPU単体の環境
でのグラフマイニングを高速に実行で
きるばかりでなく，CPUを並列化さ
せた環境においてもCPU間の通信量を
抑え，並列化による高速化の恩恵を十
分に享受することができます．グラフ
マイニングを並列実行できるオープン
ソースツールとして，例えばGraphLab
などが知られていますが，前述の工夫
によりGraphLabよりも約60倍程度の
大幅な高速化を行うことができます（6）．
CPUの並列化を活用した高速化技術
については，グラフの大規模化に伴い
スケーラブルなグラフマイニングを実
現するための技術として，今後も研究
開発を進めていく予定です．

今後の展開

本稿では，増え続けるデータを効率

的に分析したり，より複雑な分析を可
能にしたりするためのグラフマイニン
グ技術の研究開発について紹介しまし
た．今後，いろいろな分野での技術の
活用を通してグラフマイニング技術を
洗練化していくとともに，より使いや
すい技術に仕上げていくことで，新た
な価値の創出やスマートな社会の実現
に貢献していきたいと考えています．
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15万2385ノード，335万9697エッジ．
エッジは共著者の多さで重み付け．

論文をノード，共著者
の有無をエッジで表現
したグラフを構築

共著関係が密なコミュ
ニティに分割（6047個）．
このうち表彰論文を含
むコミュニティのみ
（114個）を抽出

年代ごとに表彰コミュ
ニティを抽出し，同じ
著者がいるコミュニ
ティが年代を経てどの
ように成長，派生して
いるかを把握

ある表彰コミュニティ
に着目し，各論文の表
彰論文からの関連度を
算出．ここから高い値
を示す論文を抽出
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図 5 　コミュニティの動向把握と隠れた貢献論文の発見
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グラフマイニングはデータどうしのつな
がりに着目することで，膨大な統計データを
使わなくてもさまざまな分析ができる利点
があります．今後のIoTの普及に伴いサイ
バー空間の分析だけでなく，通信，交通など
の社会基盤のような実空間における予測，制
御に貢献する技術として研究開発を推進し
ていきます．
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