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1. はじめに
本稿では，サーバを必要としない非集中型システ
ムにおける情報検索エージェント方式を提案する．
ユーザの知り合いというグループでの情報の共有と
他のユーザのグループとの円滑な共有を目的とする．
グループはユーザの集合と捉え，ユーザの持つ情報
をグループの情報とする．検索はグループにまたが
るユーザを利用し，グループからグループへと検索
を伝播する．検索の際にユーザが欲する情報を誰が
持っているかを特定し，情報を保有するユーザとそ
のユーザのグループの情報を情報保有力とした．情
報保有力の高いユーザを重点的に検索することに
よって効果的な検索を目指す．
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階層構造を形成する為のルールを以下に記述する．
① 検索要求を受信したエージェントは自分の持
つリストにある他のユーザのエージェントへ
と検索要求を伝播する．
② 検索要求を発信したエージェントは親となり
発信先のエージェントを子としたグループを
形成する．
③ 検索要求を受信した子のエージェントは自分
がリストを持っていれば検索要求を発信し，
親となる．
④ 検索要求を発信した結果，すでに親子のグ
ループを形成している場合は検索を依頼せず．
検索中はリストから削除しておく．
各エージェントの持つ検索要求と階層データは検
索が終了するまで保存する．要求の伝播によって形
成される階層構造とグループを図 2に示す．

2. 情報検索エージェント方式
2.1. 本方式の流れ
本研究は，面識の無いユーザ間での電子文書の検
索，取得を行うと想定し，電子文書の検索を目的と
した．全体の流れとして，まず検索要求をユーザが
送信する．検索要求の送信の際に，検索要求ユーザ
は検索を行うエージェントに対し検索条件である検
索キーワードと取得する Indicate キーワードの数
を決定する．受信したエージェントは自分の持つ電
子文書の検索を行う．さらにエージェントが持つリ
ストに記載されているエージェントへと検索要求を
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図 2 形成された階層構造とグループ
また情報の場所を特定する為に，グループに番号を
つけ，階層構造になるように次に示す方法でキー
ワードの伝播を行う．
2.3. キーワードによる電子文書の検索
要求の伝播と階層構造は図 1のように形成される．
(1). 電子文書の検索
要求を受け取ったエージェントは与えられたキー
A proposal of information retrieval agent method considering
ワードを使い，自分の持つ電子文書を検索する．
amount of information in retrieval targets
(2). 電子文書内の I キーワード(Indicate キーワー
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内から抽出したキーワードとして有効な語を示す．
特定した電子文書から，I キーワードを抽出する
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方法を以下に示す．
1． 特定した電子文書内における単語を特定する．
2． 特定した単語の出現頻度を測定する．
3． 出現頻度(7 割〜9 割)の高い単語を抽出する．
4． 3 の単語群の中から名詞であるものを I キー
ワードとする．
2.4. 検索結果の伝播
検索要求を取得したエージェントは検索結果を要
求発信ユーザの解析エージェントに送信する．検索
結果は取得したキーワードを含む電子文書，その電
子文書の内容から取得した I キーワードである．検
索結果の送信手順は子のエージェントが親のエー
ジェントに取得した I キーワードを送り返す．親の
エージェントは子のエージェントの検索結果として
送信された I キーワードを集計する．親のエージェ
ントはリストに載っている子のエージェント数を規
定数とし，集計数が規定数を満たしていない場合は
さらに自分の親のエージェントへと I キーワードを
返す．規定数を満たしたエージェントは検索要求
ユーザへと検索結果を送信する．
2.5. 検索結果解析
検索要求ユーザは受信した検索結果を集計し，与
えたキーワードに対してどのような I キーワードを
持つ電子文書があるのかを特定する．エージェント
は検索において最適な I キーワードを内包した電子
文書を取得する．エージェントは集計した検索結果
をもとに I キーワードを送信したエージェントの
IP アドレスと I キーワードの分布を解析し，親と
子を一つのグループとしてデータに関連性があるか
どうか検索結果から特定する．ユーザが要求した
キーワードを含む電子文書を発見したエージェント
の IP アドレスやそのグループ持つ情報保有力とそ
の情報保有力の散らばりを情報として今後の検索に
対して利用していく．
2.6. エージェントの構成と機能
本研究では，ユーザの検索能力に関わらず最適な
検索が可能なシステムとしてマルチエージェントを
利用した．エージェントという自律的なプログラム
を利用することによってユーザの語彙力によらない
探索・検索・解析を行う．
（1） 構成
本方式は，4 つのエージェントから構成される．
① キーワードをユーザから取得
② キーワードを伝達（過去の検索履歴がある場
合は考慮する）
③ 電子文書の検索，キーワードの取得
④ I キーワードの集計，解析
各エージェント間の関係を図 3に示す．
（2） 各エージェントの機能
・カテゴリーエージェント
カテゴリーエージェントは検索要求ユーザの入力
したキーワードの管理を行うエージェントである．
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エージェント間の関係と検索データの流れ

・解析エージェント
解析エージェントは検索結果からどの様な I キー
ワードを含む電子文書をどのユーザが持っているの
かを解析するエージェントである．
・キーワード伝達エージェント
キーワードの伝達と検索の為の階層構造を作成す
るエージェントである．
・検索エージェント
電子文書を検索し，電子文書から I キーワードを
取得するエージェントである．
3.

検索シミュレーションの構築
エージェントの動作，検索の流れ，情報の取得状
況，検索結果の解析を行うシミュレーションプログ
ラムを構築する．シミュレーションプログラムの開
発は Windows2000 上で, Java(JDK1.3), XML パー
サとして JDOM を用いて行った．
構築するシミュレーションプログラムのクラス図
を図 4に示す．
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シミュレーションプログラムのクラス図

各クラスは各エージェントの機能に対応している．
4.

まとめと今後の課題
サーバレス環境における情報の共有とその利用方
法を提案した．シミュレーションを行いパラメータ
を変更し様々な環境においての動作を確認中である．
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