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はじめに
本論文では，エージェントによる書籍情報管理シス

テム MiBook の試作について述べる．書籍は知識を獲
得する一般的な手段である．研究室等の，求める知識
が近いコミュニティではどのような書籍を誰が所有し
ているかという情報の管理は有益である．登録された
書籍情報からユーザプロファイルを作成し，ユーザに
書籍を推薦することで書籍から知識を獲得する機会が
増やすことができる．

MiBook では書籍情報登録の入力支援，書籍貸借管理，

図 1: MiBook システム概要

および書籍推薦を行う．書籍推薦では本研究室で開発さ
れた研究支援システム Papits における論文推薦機構 [2]
を用いる．書籍情報として Amazon Web Services(以
下，AWS とする)[1] を用いて Amazon データベースよ
り情報を取得する．AWS で必要な情報が得られない場
合は Amazon の Web ページにアクセスして必要な情
報を取得する．

した．書籍情報として ISBN が入力されていない場合
は，候補となる書籍を表示し，ユーザが自分の登録す
べき書籍を候補の中より選定する．ISBN が入力され
ている場合は必要なその他の情報が直ちに取得される．
上記の方法は，ISBN が書籍に対するユニークな情報
である点を利用している．取得対象となるのは ISBN，

本研究の目的は，研究室等の実世界でのコミュニティ

書籍名，著者名，出版社名および出版日である．ユー

において，コミュニティ内のユーザが効率的に知識を

ザの評価およびレビューは他ユーザが対象書籍を選定

獲得できる環境の提供である．本論文では，2 で書籍
情報管理における書籍情報登録の入力支援，書籍貸借
情報管理機構の手法について述べる．3 でユーザプロ
ファイルの作成と書籍推薦の手法について述べ，4 で

する場合の判断基準になる．ユーザの評価はユーザプ
ロファイル作成時に対象書籍を用いるかを判断する基
準となる．
書籍貸借情報管理機構

まとめる

図 2 はシステムに登録された書籍情報の一覧表示で
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MiBook における書籍情報管理

ある．タイトルのリンクより詳細情報を閲覧できる．書

図 1 に MiBook のシステム概要を示す．本節では，書

籍の所有者が自分ではなく，かつ対象となる書籍を所

籍管理機構に書籍情報を入力する際にユーザの負担を

有者が他のユーザに貸さずに管理している場合，エー

軽減する入力支援およびコミュニティ内での書籍貸借

ジェントを通して書籍の所有者に書籍の貸出要求が可

を管理する貸借情報管理機構について述べる．

能である．貸出の列にある”借りる”のリンクより実行
される．エージェントは貸出要求を受け取った場合，所

書籍情報登録の入力支援

有者に対して貸借の可否を訪ねて結果をユーザに返す．

本システムでは，ユーザの所有している書籍を登録
する際に，ISBN，書籍名，著者名，出版社名，出版日，
および，書籍に対するユーザの評価，書籍の置き場所お
よび書籍に対するユーザのレビューを入力する．全て
の入力をユーザに要求するのは負担が大きいため，一
部の入力情報を基に書籍の一般的な情報を取得可能と
implementation of the agent based book information management system MiBook
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書籍を借りた場合は一定の期間が経過するとエージェ
ントより所有者への書籍の返却要求が行われる．エー
ジェントは書籍の返却時に書籍を借りたユーザに借り
た書籍に対するユーザの評価を要求する．貸借情報は
評価と共に履歴として保存され，ユーザプロファイル
の作成時に利用する．
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書籍の推薦

Papits の論文推薦機構では論文情報として Abstract
を用いる．本研究では書籍情報として Amazon の記述
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ここで，xi ，yi は情報源 Tx ，と Ty における語の共起
関係に基づく，マッピングマトリクスの i 行目の要素
である．このマッピングマトリクスは情報源 Tx ，Ty に
出現する語の総数 n からなる n 正方行列である．本研
究での類似度は式 (2) で表すことができる．

similarity(bp , Up ) = sim(bp , Up )

(2)

ここで，bp とは，ユーザが未読の書籍集合 Bp に含ま
れる書籍である．Bp はシステムに登録されている書籍
の中で，ユーザが所有していない書籍および貸借の履
歴のない書籍が該当する．しかし，システムに登録さ
れた書籍のみではコミュニティ内での新規の書籍を推
薦するのは不可能である．そこで，以下の 1 と 2 との

図 2: MiBook に登録された書籍の表示

手順により書籍情報を取得し，Bp に追加する．1，X1

したレビュー，出版社の内容紹介，BOOK データベー

より Amazon 上のカテゴリおよび書籍名の名詞を抽出．

ス もしくは MARC データベース に格納されている

2，Amazon カテゴリ検索および書籍名の名詞を用いた

内容紹介および購入者の記述したレビューより存在す

Amazon に対するキーワード検索をそれぞれ実行．上

る情報を組み合わせて用いる．Amazon の記述したレ

述の追加方法により，ユーザプロファイルに対してあ

ビューと，出版社の内容紹介および購入者の記述した

る程度類似した書籍が Bp に追加される可能性が高い

レビューは情報の有無が書籍によって違うので，複数か

と考えられる．本システムでは，式 (2) の計算より最

ら取得する方法を採用している．購入者の記述したレ

も類似度が高い値を示した書籍のみを推薦書籍として

ビューは対応する書籍についての内容が記述されてい

提示する．

るかの信憑性を計るために，他の人が購入者のレビュー
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に対して賛同したかをという情報をレビュー用いる判
断基準とする．以上の情報は AWS を用いて主に取得す
るが，BOOK データベース，MARC データベースお
よび購入者のレビューに対する他者の賛同は AWS で
取得ができない．そこで，AWS では取得できない上記
の情報については，AWS にある書籍情報の URL を基
に Web ページにアクセスし，Wrapper を用いて必要
な情報を抽出する．

まとめ
本研究では書籍情報管理システム MiBook において，

コミュイティ内での書籍所有情報と書籍貸借情報を管
理する機構を構築した．さらに管理されている書籍情
報を基に書籍の推薦を行っている．MiBook の特徴は，

AWS による Web 上に存在する大量の書籍情報の利用，
書籍貸借管理機構による非所有書籍へのユーザの評価
の獲得，および所有書籍，貸借履歴よりユーザの興味
がある書籍の情報を利用した書籍の推薦である．

ユーザプロファイルは，対象ユーザの所有書籍と今

今後の展開としては，書籍の性質を分けた上での性

までに他のユーザより借りたことのある書籍より，対

質に合わせた処理が考えられる．プログラム等の技術

象ユーザの評価が高い書籍の集合（X1 , X2 , · · · ）を用
いて作成する．ユーザプロファイルは以下の手順で作
成される．上述の書籍集合（X1 , X2 , · · · ）より書籍を一
つ選び（ここでは X1 とする），残りの書籍（X2 , · · · ）
との類似度を計算する．類似度が閾値を超えた書籍の
集合と最初に選択された書籍 X1 をユーザプロファイ
ル Up とする．類似度が閾値を超えた書籍の情報を全て
用いるのは，興味のある書籍により類似した書籍を推
薦するためである．本研究では情報源 Tx ，と Ty の類
似度を式 (1) で測定する．

sim(Tx , Ty ) =
∗

†

Pn
xi yi
1
pPn
· pPn i=1
2
2
n
i=1 xi
i=1 yi

(1)

系に関連した内容ついて書かれている書籍に対しては，
書籍の情報よりユーザの技術を図り，それに対応した
書籍の推薦を行う．専門知識について書かれた学術系
の書籍に対しては，Papits 内に登録されている論文と
の連携を図り，書籍情報より論文の推薦を可能とする
点が挙げられる．
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