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北海道大学工学都研究報告

参蒋100・場・　（口召和55歪｛…三）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　Hokl〈aido　University，　No．　100　（1｛80）

最短距離法におけるクラスターの安定性について

水田正弘’：L 佐藤義治’：÷　宮腰政明弓繰　河口至商一：t’

　　（昭和55年6月30El受ISIII）

On　a　Stability　of　Clusters　in　the

　　Nearest　Neighbour　Method

Masahiro　MizuTA，　Yoshiharu　SATo，　Masaaki　MlyAKosHI

　　　　　　　and　Miehial〈i　KAwAGuCHI

　　　　　　　　（Received　．lune　3e，　！9．　80）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　It　is　one　of　the　important　problems　to　evaluate　the　stability　of　clusters．　For　instance，

the　decision　of　the　nurnber　of　clusters　is　closely　concerned　with　it．　ln　this　paper，　the　term

stability　of　c！usters　is　used　in　the　sense　that　a　small　disturbance　in　the　data　has　a　smaH

infiuence　on　the　resuits　of　clustering．　ln　the　nearest　neighbour　method　the　evaiuation　of

the　stability　will　be　characterized　by　the　difference　between　two　adjoining　merging　distances．

The　criteria　of　the　stability　are　discussed　by　such　a　difference　of　the　distances．　And　the

methods　of　the　estimation　of　the　number　of　clusters　are　shown　for　the　data　containing

statistical　errors．　Also　these　results　are　illust，rated　by　some　concrete　examples．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　序　　　　　論

　階層的手法を用いてクラスター分析を実際のデータに適用した場合，クラスターの妥当性によ

りクラスターの個数を決定することが問題になることがある。その妥i当性の基準はいくつか考え

られている。その一つとしてクラスターの安定性がある。すなわち，データの微少な変化によっ

てクラスターが大きく変わるかどうかが妥i当性の基準となりうる。本研究ではクラスターの安定

性の基準について述べ，またクラスター分析の技法のうち最短距離法において，クラスターの安

定性がある種の距離の差と強い結び付きがあることを示す。これらの基準はデータが測定値であ

る場合など，確率的に変動するデータにおけるクラスターの評価．及び，各種データにおけるクラ

スタ～数の決定等に利用することが1：i：1来る。以上の纂項について，いくつかの例を上げ考察す

る。

　クラスター数の評価及び，安定性に関する論文では柳澤・大隅のβ｝二二2）があり，実際に乱数を

データに加える『感度分析』により，いくつかの階層的技法の性質と安定性の検討が行われてい

る。本論における安定性とは，クラスターに対するデータ誤差の許容性のことである◎ここでは

データのランダムな変動が樹形図を構成する距離（Ultrametric）やデータの距離行列に及ぼす影

響から直接，安定性の評価をすることが目的である。その為に実際のデータに対する解析が実行
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しゃすいという利点を持つ。

2

　　　　　　　　　　　　　　　　2．準備及び定義

　以下の議1論に必要な仮定及び，記暑の定義を行う。クラスター分析をする対象となるデータの

個数をNとし各個体はP次元の実数値ベクトルで表わす。2元Xtt，　Xb（a，　b＝！，2，＿，　N）の距

離を通常のEuclid距離d（κ。，　Xb）とする。

　　　　　　d（Xa）　Xb）一［毒（勘・凋瑠

ただし，

　　　　　　Xa　M　（一X’alt　XaLb　．．．r　．XaP）

　　　　　　Xb　：（Xbl）　Xb21　・J．r　XbP）

とする。またクラスター分析の手法としては最短距離法を考え，クラスターC1，　C，間の距離は，

　　　　　　d（C，，　C2）＝min　d（xi，　x2）

　　　　　　　　　　　xlEel
　　　　　　　　　　　x2　EI　aL）

で定義される。最短距離法によりクラスターが形成される過程を樹形図で表わし，クラスターが

結合される距離を順次4ω，4（2），＿，泌N－1）とおくQ従って，

　　　　　　d｛i）　f｛；　d｛L，）　ts一　．”　：s｛：　d｛Ar－o

である（図1）。ここで4ω瓢4σ＋1）の場合，すなわち同じ

面訴で2組以上のクラスターが結合されるときも存在する

が，以下の議論では，特に闘題とはならない。距離6ω

（1≦ブ≦1＞一1）に対応するステップで生成されているクラ

スターを，Clの，　Cl・i），＿，0紐ノで表わし，

　　　　　　C（ノ）≡｛CS・i），　Cl・i），＿，　C望ノ｝

とおく。

3．　クラスターの安定性

d（5）

d〈4）

d〈3）

d（2）

d（1）

1　2　3　4　5　6
図一1　樹　形　図

　3．1安定性の基準

　クラスターClの，　Clノ），＿，　C建ノの安定性の基準を次の様に定義する。

　定義　N個のデータに対し，それぞれ独立に正規乱数N（0，σ21p）（ただし，　O’零ベクトル

Ip：P次単位行列）を加え，そのデータを再び（N－」）個のクラスターに分類したとき，固じク

ラスター一が得られる確率がP以上である場合，Cωは（σ2，P）で安定であると呼ぶことにす

る。

　すなわち，σ2が大きいほど，又はPが大きいほど，クラスターCω漏｛Clf），　qo，…，　C望ノ｝が

安定していると主張できる。ここで乱数としてN（0，σ21p）を採用したのは，各変数に独立な乱

数を加えるものとして，分散共分散行列をσ2ろとしたからである。

　3．2　結合距離の差による考察

　6σ÷1L4ωの値は，クラスターの安定性と非常に関係があることは明らかであるが，この節

ではd（担L4ωの値だけから得ることのできるクラスターの安定性の評価について考察する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　データをx、（a＝1，2，＿，N＞とおく。また，定数ベクトルeaが与えられたとき，　x、を次の様

におく。
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　　　　　　　ホ　　　　　　　Xa＝Xa十ea　　　　　　　　　（a＝！，2，＿，〈「）．

ただし，この時点では，まだe（、に統計的性質を与えていない。嘉（a＝！，2，．．．，N）をデータとし

て最短距離法を適用した場合の結合する距離，クラスター等をそれぞれ，

　　　　　　　d（’i）＊，Clゴ〉＊，　C；・i＞謄，＿，　C紐歩

などと“＊”をつけて表わす。

　補題1　ある」（1≦ブ≦2＞一2）を圃陣し，d（i÷i＞一d（ノ）　・＝　cr（α＞0）のとき，　d（O，　ea）〈α／4

（α＝1，2，＿，N）ならば，　C！潜，　oy）＊，＿，0紐うの指標を適当に付け変えると，

　　　　　　qノ）　＝・　Cy’〉＊，　CIノ）＝C！i）＊，＿，　C紐芦C》導

と出来る。ただし，以下，’・　ea「：＝＝　d（0，　ea）とおく。

　（証明）κ“、とx，tがCωで異なるクラスターに入っているとき，繍、と叢がCω＊で異な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷ　　　　　　ホるクラスターに入ることを示せば十分である。いまx。tとx，1がCω欺で同じクラスターに入っ

ていると仮定して矛盾を導く。従って，

　　　　　　d（圃，圃＋1＞≦d（」）＊（t＝1，2，＿，q一ユ）

　　　　　　　ポ　　　　や　　　　ホ　　　　　ゑ
　　　　　　筋王＝κ〃・・κ・♪慧κ・

となるようなん渉1，x渉．2，＿，嬬tl（σ》2）が存在する。

　κ，。とx，tぱCωで異なるクラスターに入っているので，κ。iとん。i　・F一、がCωで異なるクラ

スターに入るがが存在する。ゆえに，

　　　　　　d（i＋1）≦d（κ。i，κ“～＋1）

　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　＝d（κ。，一e。i7　x、，i＋1－efli．…、1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　ホ　　　　　　　　　≦e。i「1÷；．e。i．t－1　’：＋d（κ・ilκ。i＋1）

　　　　　　　　　〈cl（圃・x／ti－1－1）＋・窪

　　　　　　　　　≦d（ノ〉＊＋茎

　次に，d（Xg，κh）≦4ωである任意のXg，　Xi，について考える。

　　　　　　d（x：　，　xX＞　＝〈d（x．，　xh）＋1．　eg　1，　＋i’　eh

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈d（ノ〉十．tt
　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　α　　　　　　　　　　　＝d（ノィ．1）一
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　≦（cl（i＞＊＋　g．．　2）一3

　　　　　　　　　　　＝d（ゴ）＊

であるからヰとx：はCω＊で同じクラスターに入っている。

　従って，Cωで同じクラスターに入っている2元は移動後もCω＊で同じクラスターに入る。

なぜならば，Cωで同じクラスターに入っている任意の2元κ、、，　Xbについてκ。＝κ。1，　Xb　＝＝　Xbq，

d（Xbt，κbt－1－1）≦4ω（！≦t≦q－1）であるκb、，κ〃2，＿，　Xbqが存在するので，　d（圃，κ叡1）≦6ω＊よ

り嬬とx：はCω＊で同じクラスターに入っているからである。

　また，㍊1と㌶がCω＊で同じクラスターに入るので，ぴ魅のクラスター数は（N一ブー1）個

以下となり矛盾する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q．E．　D．

　この補題1を利用して，クラスターの安定性の定理を導く。



le2 水田正弘・佐藤義治・宮腰政明・河rl至商 4

　定理1　四点におけるe、の分布をN（0，σ21p）とする。あるグ〈1≦ブ≦N－2）を固定し，

4（ゴ粉一4ω≧α　（α＞0＞のとき，

　　　　　　p，（］　ei　，，〈　Z　）　pr｛，　e2　，〈　一g一］　…　Pr（il　eny〈一一E一｝

　　　　　　　＝　［Pr｛’e，〈　4cr．’　s　e’N’N　（O，　lp））］”

　　　　　　　漏P

ならば，Cωは（σ2，P）で安定である。

　（証明〉補題1より．ea＜＠ノ＋ユL4ω＞／4（a＝1，2，＿，　N）ならば，cωは不変である。また

4σ＋1L4ω≧αより，’　ea＜α／4ならば。（ノ）は不変。従って，　cωが不変である為の確率は少な

くともP，｛、ea＜α／4；a＝1，2，＿，！＞｝である。　e、，　e2，＿，　e．xrは独立で等分布なので，

　　　　　　妊砺．遺・・一・・　・，…，Nト［Pr｛身：．〈翻㌔

すなわち，

　　　　　　　［Pr｛：置く4tt・θ1－N（・，・…）｝ザ

　　　　　　　ーレ｛∴〈cr　；eN　N（O，　lp40〉｝］2Y

　　　　　　　＝＝P

より，Cωは（σ2，　P）で安定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q．　E．　D．

　注意　e～N（o，Ip）のとき，．．　e．2は自由度PのXL，分布となる。従って，　Pr｛．e＜α／（4σ）；

e～N（0，Ip）｝の値はx2分布表から得られるQ

　3．3　データの距離行列による考察

　前節ではdU＋OLdωの値だけによって議論した。これはまだデータが与えられる前に4σ櫛

一4ωの偵を考える場合に有用であり，また計算も非常に容易である。しかし，具体的に数値が

与えられている場合には，前節の方法では不満足なことがある。つまり，単に4σ÷IL4ωの値

だけではなく，元の間の距離も利用すべきである。そこで本節では距離行列を用いて前節の定理

1の改良を行うQ

　補題2　あるブ（！≦ブ≦N－2）を固定し，d（ノ＋1一4ω需α　（α＞0＞のとき，

　　　　　　　細腕（la一・…）　　（騨σノ・において孤齢のとき）

　　　　　　　、南扇・・lm・・（d・）一Sa，　lamd・・1）〉（その他のとき）

　　　　　　（a＝1，　2，　．．．　N）

ならぽ，C！ノ）＊，　C，o’）＊，＿，　C繕の指標を適当に付け変えると，　C！ゴ〉＝　Cgi）＊，　CP＝C．Eノ）＊，＿，　C鶏

＝　csef・と出来る。ただし，　Sa＝max｛d（x．，　Y）｝　：yはCωでんaと同じクラスターに属し，全

データによるMST（Minimum　Spanning　Tree＞3）でx、と隣接している元。　la＝：min｛d（κ。，　y）｝

：yはCωでxaと異なるクラスターに属する元とする。

　（証明）補題1と同じことを証明する。κ“tとX11がCωで異なるクラスターに入っていると

き，覇、と麟がCω＊で同じクラスターに入っていると仮定して矛盾を導く。従って，諾、

濡議，κち篇麟，d（　＊　　　　＊Xat）　Xat＋1）≦4ω＊　（t　＝1，2，＿，　q－！）が成立するx茸、，魂，＿，諾eが存在す

る。また，d（X。i，κ。i＋1）≧d（ゴ＋1）な：る乞が存在する。　max（lai，1。　i＋1）≦d（X。i，　X。i＋1）がlaの定義
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より成立する。従って，

　　　　　　d（ノ）＊≧d（x凄i，x：i＋、）

　　　　　　　　　≧d（κ。i，x。i＋、）一．e。i．：r．e。i＋∴

　　　　　　　　　〉嘔，嗣一！牙＋者（1・・一d・・＋1）））一ぐ窪・一1（偏一d・・…））

　　　　　　　　　≧d（筋・細号・d（担〉一m・x（1・i，1・i．、）

　　　　　　　　　≧d（X・i，X・iH｝・）一．萎．・＋4σ＋1L4（κ・i，　Vai－t・・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝　d（ノ「「1）一．
　　　　　　　　　　　　　　2．

C（ノ）で同じクラスターに属し，かつMSTによって隣接する任意の2元Xa，　Xbをとる。

　　　　　　　d（κa｝　Xb）≦d（ノ＞

　　　　　　　d（x。，Xb）≦min（Stt，　Sb）

が成立する。従って，

　　　　　　　d（　＊　　＊xal　Xb）≦d（κ。，　Xb）＋．ea．．＋eb．

　　　　　　　　　　　〈d（Xat　Xb）＋薯＋壱＠・L砺）＋竃＋壱（d・・’）　一　sh）

　　　　　　　　　　　≦一町．・4ω・4（x・，・Xb）一・min（s・，・Sb）

　　　　　　　　　　　≦；．q．＋d（ゴ〉

　　　　　　　　　　　一2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝d（ノ＋1）一
　　　　　　　　　　　　　　　．2．

　　　　　　　　　　　≦d（i）・

が成立する。これより，補題1の証明と同様にCω窯のクラスター数は（Nづ一1）個以下とな

り矛盾する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q．E．　D．

　定理2　あるブ（！≦ブ≦！＞一2）を國定し，d（i－m　一d（j）≧α　（α＞0）のとき，

　　　　　　1）r｛1／el；＜つご1｝f）r｛．i　ei／1＜x2｝　．．．Pr｛lelv：：〈XiNr｝＝P

ならば，Cωは（a2，　P）で安定。ただし，　e；，～N（0，　Ip）（a＝1，2，＿，　N＞，

　　　　　　レかが一・・…）　（x・・が。・・におい瓠立点のとき）

　　　　　　　ひ弓場圃・・L晶一・・・…〉（その他のとき），

Sa，　laは補題2と同じ。

　定理2の証明は補題2を利用して，定理！と同様に行えばよい。

　　　　　　　　　　　　　4．　クラスターの評価及び数値例

　この章では，定理1，定理2を用いるクラスターの評価及び数値例を示す。

　（1）測定値を最短距離法でクラスタリングする場合において，測定誤差の分布がN（0，σLlp＞

と近似できて，またσ2が推定されるときに，どの程度4σ＋1L4ωの値が大きければ，安定し

たクラスターが得られるかを計算する。

　（2）あるデータが与えられ，それを最短距離法でクラスタリングしたとき，クラスター数をい
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くつにしたらよいかを決定したい。これは定理2によって，σ2を固定したときのPの値を求

め，その最大値により樹形図を切断する所を決める。

　（3）同様にデータが与えられ，d（加L4ω漏αとなるクラスターが出来た場合，このクラスタ

ーはどの程度の乱数によっても不変であるかを調べる。これは定ee　1を利用すれば，精度が落ち

るが，簡単な計算（手計算でも可能）によって解が得られる。より厳密な解を求めるには定理2

を使う。

　（1），（2），（3）は共通する部分もあるが，これらは最短距離法によってクラスター分析をする場

含の重要な聞題である。また実際に計算する場合には問題により，定理！，定理2のうち，どち

らを選択するかを決めることが望ましい。

　以下，計算例をいくつか示す。

　例1．（定理1の計算例）

　誤差の分布がN（0，Ip）と推定できるとき，50個の測定値について6」σ刊一4ωが，どの程度

の値であれば，そのクラスターが（1，P）で安定であるかを，次元；P＝3，確率：P＝0．9につい

て計算する。

　定理！より

　　　　　　Pr｛　　cre　〈一　　4｝一・…触

　　　　　　p．（／’　e　2〈　1cr’62’］＝O．　998

z2分布表より

　　　　　　cr　2
　　　　　　　＝！4．5
　　　　　　／6
　　　　　　cr　，＝　d（iti）一dU）　m　15．　2

　例2．（定理2の計算例）

　表1の座標で与えられた，7個のデータがある。これを最短距離法によってクラスタリングし

た樹形図は図3の様になった。これを3個のクラスターに分類したとき，安定性を示す確率を

σ2＝1として求める。

　表3よりStt，1、を求め，　Zttを計算する（表2）。定理2の

　　　　　　Pr｛1／　e：　’1〈　X　i　｝Pr｛　，　el，　，1　〈　X2｝　．．．　Pr｛　，　ely　，’　〈X．nyr｝＝P

をX2分布表4）より求める。

　　　　　　Pm　（O．　9833）3×　O．　9999　×　1　×　O．　9999　×　1　t＝，　O．　951

従って，C（4）の安定性は（！，0．951＞であると言える。

　この問題の定mp　1による解は

　　　　　　P＝　（O．　9833）7÷，O．　889

となる。

　例3．（クラスター数の評価）

　例2の問題をクラスター数2，3，4について計算する。ただし，定理2を利用しσ2＝！とす

る。

　例2と同様にして

　　　　　　クラスターi数が2のとき　P　・＝　O．　003

　　　　　　クラスターi数が3のとき　P＝0．951

　　　　　　クラスター数が4のとき　P＝0．053
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表一1　データ

最短顕離法におけるクラスターの安定性について

　　　　　　　　　　　　　　表一2　Zaの　値
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X　　　　Y

1 8　　　　8

2 40　　　　0

3 48　　　20
4 60　　　2Q

5 48　　　68

6 60　　　56

7 64　　　60

a
1

2

3

4

5

6

7

Sa la d（」乙Sa』一d‘腕）Xa

21．54

21．54

i2．00

ユ6．97

16．97

5．66

32．98

32．98

37．95

36．00

48．00

36．00

40．20

一一　o．oe
o，oo　o．oo

O，OO　4，96

9，54　3．02

4．57　15，02

4．57　3．02

15．88　7．21

2，86

2．86

2．86

4．37

5．15

4．37

6．47

5．
7

．

．

6

3．
　　　’4

1
．

．

2

1　2　3　4　5　6　7

図一3　最短距離法による樹

　　形図
図一2　データ点

表一3　距　離　行　列

i

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

o．oo

32．98

41．76

53．37

72．11

70．77

76．42

32．98

0．oo

21．54

28．28

68．47

59．46

64．62

41．76

2工．54

0．oo

12．00

48．00

37．95

43．08

53．37

28．28

12．00

0．oo

49．48

36．00

40．20

72．ユ1

68．47

48．00

49．48

e．ee

ユ6．97

17．89

70．77

59．46

37．95

36．00

16．97

0．oo

S．66

76．42

64．62

43．08

40．20

17．B9

5．66

0．oo

となる。

　この結果， クラスタ　一一　twは3が妥当であると思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　5．結　　　　　論

　本研究において，クラスターの安定性の基準を定義し，最短距離法によって作られるクラスタ

ーがその基準を満たす十分条件をいくつか与えた。この定義及び条件は乱数によるデータの変動

に対してクラスターが不変である確率について考えており，真の値が不明で確率的に得られる測

定値などをデータとするクラスタリングによく適合している。また，4章の例2，例3で示した

ように具体的なデータについても，クラスターの確からしさを示す一つの指標になると思われ

る。

　定理1，定理2によって安定性の十分条件を与えたが，必要条件にはなっていない。従って，
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定理の改良の余地が残されている。それと共にクラスター分析の他の手法についての同様な：議論

も今後の課題としたい。
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