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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリッド・コンピューティングにかかる資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶
部を有する１以上の資源提供装置と、前記資源を利用する資源利用装置とから構成され、
　前記資源利用装置は、資源情報の価値を評価する評価式を前記資源提供装置に送信する
評価式送信手段と、前記資源提供装置から予め定められた数の資源情報が収集できた時点
で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求する配送中止手段とを備え、
　前記資源提供装置は、前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価する資源情報評価
手段と、該資源情報評価手段による評価結果である資源情報価値を前記資源利用装置に配
信する資源情報に付加する資源情報価値付加手段と、前記資源利用装置に配信する前記資
源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序関係に基づいて整列させて、資源価値
の高いものから順番に配信する資源情報整列手段とを備えることを特徴とする資源情報収
集配信システム。
【請求項２】
　前記資源利用装置に、配信された資源情報に付加された資源情報価値を資源情報提供元
の資源提供装置の情報と組にして記憶する資源情報価値記憶部と、資源情報を再度収集す
る際、該資源情報価値記憶部を参照して資源情報価値のより高い資源情報を提供してきた
資源提供装置から優先的に、資源情報を収集する資源提供装置を選択する提供者選択手段
とを備えることを特徴とする請求項１記載の資源情報収集配信システム。
【請求項３】
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　前記資源提供装置に、前記資源情報を前記評価式で評価した結果である資源情報価値を
保持する資源情報価値保持部と、前記資源情報の属性が変化したとき前記資源情報価値保
持部に保持された前記資源情報の資源情報価値を無効にする資源情報変化検出手段とを備
え、前記資源情報評価手段は、前記資源情報価値が前記資源情報価値保持部に保持されて
いる前記資源情報については前記評価式による評価を省略し前記保持されている前記資源
情報価値を評価結果とするものであることを特徴とする請求項１記載の資源情報収集配信
システム。
【請求項４】
　前記資源提供装置に、前記資源情報記憶部に記憶された資源情報を前記評価式に含まれ
る属性の値が同じものどうしが同じグループに属するように分類する資源情報グループ化
手段を備え、前記資源情報評価手段は、ある資源情報を前記評価式によって評価する際、
その資源情報と同一グループの資源情報について前記評価式による計算済みの資源情報価
値が存在するかどうかを判定し、存在すればその計算済みの資源情報価値を評価結果とす
るものであることを特徴とする請求項１記載の資源情報収集配信システム。
【請求項５】
　グリッド・コンピューティングにかかる資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶
部を有する１以上の資源提供装置と、前記資源を利用する資源利用装置と、資源仲介装置
とを備え、
　前記資源利用装置は、資源情報の価値を評価する評価式を前記資源仲介装置に送信する
評価式送信手段と、前記資源仲介装置から予め定められた数の資源情報が収集できた時点
で前記資源仲介装置に対して配信の中止を要求する配送中止手段とを備え、
　前記資源仲介装置は、前記資源提供装置から前記資源情報を収集する資源情報収集手段
と、前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価する資源情報評価手段と、該資源情報
評価手段による評価結果である資源情報価値を前記資源利用装置に配信する資源情報に付
加する資源情報価値付加手段と、前記資源利用装置に配信する前記資源情報をそれに付加
された前記資源情報価値の順序関係に基づいて整列させて、資源価値の高いものから順番
に配信する資源情報整列手段とを備えることを特徴とする資源情報収集配信システム。
【請求項６】
ａ）グリッド・コンピューティングにかかる資源を利用する資源利用装置が、前記資源に
関する資源情報を記憶する資源情報記憶部を有する資源提供装置に対し、資源情報の価値
を評価する評価式を送信するステップ、
ｂ）前記資源提供装置が、前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価するステップ、
ｃ）前記資源提供装置が、評価結果である資源情報価値を前記資源情報に付加するステッ
プ、
ｄ）前記資源提供装置が、前記資源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序関係
に基づいて整列させて、資源価値の高いものから順番に前記資源利用装置に配信するステ
ップ、
ｅ）前記資源利用装置が、前記資源提供装置から予め定められた数の資源情報が収集でき
た時点で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求するステップ、
を含むことを特徴とする資源情報収集配信方法。
【請求項７】
ａ）グリッド・コンピューティングにかかる資源を利用する資源利用装置が、資源情報を
再度収集する際、過去に配信された資源情報に付加された資源情報価値を資源情報提供元
の資源提供装置の情報と組にして記憶する資源情報価値記憶部を参照して資源情報価値の
より高い資源情報を提供してきた資源提供装置から優先的に、資源情報を収集する資源提
供装置を選択するステップ、
ｂ）前記資源利用装置が、前記選択した資源提供装置に対し、資源情報の価値を評価する
評価式を送信するステップ、
ｃ）前記資源提供装置が、前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価するステップ、
ｄ）前記資源提供装置が、評価結果である資源情報価値を前記資源情報に付加するステッ
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プ、
ｅ）前記資源提供装置が、前記資源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序関係
に基づいて整列させて、資源価値の高いものから順番に前記資源利用装置に配信するステ
ップ、
ｆ）前記資源利用装置が、前記資源提供装置から予め定められた数の資源情報が収集でき
た時点で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求するステップ、
ｇ）前記資源利用装置が、前記資源提供装置から配信されてきた資源情報に付加された前
記資源情報価値を前記資源提供装置の情報と組にして前記資源情報価値記憶部に記憶する
ステップ、
を含むことを特徴とする資源情報収集配信方法。
【請求項８】
ａ）グリッド・コンピューティングにかかる資源を利用する資源利用装置が、前記資源に
関する資源情報を記憶する資源情報記憶部を有する資源提供装置に対し、資源情報の価値
を評価する評価式を送信するステップ、
ｂ）前記資源提供装置が、前記資源情報を前記評価式で評価した結果である資源情報価値
を保持する資源情報価値保持部を参照して、過去の評価結果を利用できるかどうかを確認
するステップ、
ｃ）前記資源提供装置が、過去の評価結果が利用できないと判断したときに、前記資源情
報を前記評価式を用いて評価しその結果を前記資源情報価値保持部に保存するステップ、
ｄ）前記資源提供装置が、評価結果である資源情報価値を前記資源情報に付加するステッ
プ、
ｅ）前記資源提供装置が、前記資源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序関係
に基づいて整列させて、資源価値の高いものから順番に前記資源利用装置に配信するステ
ップ、
ｆ）前記資源利用装置が、前記資源提供装置から予め定められた数の資源情報が収集でき
た時点で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求するステップ、
ｇ）前記資源提供装置が、前記資源情報の属性が変化したとき前記資源情報価値保持部に
保持された前記資源情報の資源情報価値を無効にするステップ、
を含むことを特徴とする資源情報収集配信方法。
【請求項９】
ａ）グリッド・コンピューティングにかかる資源を利用する資源利用装置が、前記資源に
関する資源情報を記憶する資源情報記憶部を有する資源提供装置に対し、資源情報の価値
を評価する評価式を送信するステップ、
ｂ）前記資源提供装置が、前記資源情報記憶部に記憶された資源情報を前記評価式に含ま
れる属性の値が同じものどうしを同じグループに分類するステップ、
ｃ）前記資源提供装置が、前記グループに属する何れかの資源情報の価値を前記評価式を
用いて評価し、同グループに属する他の資源情報については前記評価結果を利用するステ
ップ、
ｄ）前記資源提供装置が、評価結果である資源情報価値を前記資源情報に付加するステッ
プ、
ｅ）前記資源提供装置が、前記資源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序関係
に基づいて整列させて、資源価値の高いものから順番に前記資源利用装置に配信するステ
ップ、
ｆ）前記資源利用装置が、前記資源提供装置から予め定められた数の資源情報が収集でき
た時点で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求するステップ、
を含むことを特徴とする資源情報収集配信方法。
【請求項１０】
ａ）グリッド・コンピューティングにかかる資源を利用する資源利用装置が、資源仲介装
置に対し、資源情報の価値を評価する評価式を送信するステップ、
ｂ）前記資源仲介装置が、前記資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶部を有する
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資源提供装置から前記資源情報を収集し、前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価
するステップ、
ｃ）前記資源仲介装置が、評価結果である資源情報価値を前記資源情報に付加するステッ
プ、
ｄ）前記資源仲介装置が、前記資源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序関係
に基づいて整列させて、資源価値の高いものから順番に前記資源利用装置に配信するステ
ップ、
ｅ）前記資源利用装置が、前記資源仲介装置から予め定められた数の資源情報が収集でき
た時点で前記資源仲介装置に対して配信の中止を要求するステップ、
を含むことを特徴とする資源情報収集配信方法。
【請求項１１】
　グリッド・コンピューティングにかかる資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶
部を有する資源提供装置において、
　前記資源情報の価値を評価する評価式を前記資源を利用する資源利用装置から受信し、
前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価する資源情報評価手段と、該資源情報評価
手段による評価結果である資源情報価値を前記資源利用装置に配信する資源情報に付加す
る資源情報価値付加手段と、前記資源利用装置に配信する前記資源情報をそれに付加され
た前記資源情報価値の順序関係に基づいて整列させて、前記資源利用装置から配信中止の
要求を受信するまで、資源価値の高いものから順番に配信する資源情報整列手段とを備え
ることを特徴とする資源提供装置。
【請求項１２】
　前記資源情報を前記評価式で評価した結果である資源情報価値を保持する資源情報価値
保持部と、前記資源情報の属性が変化したとき前記資源情報価値保持部に保持された前記
資源情報の資源情報価値を無効にする資源情報変化検出手段とを備え、前記資源情報評価
手段は、前記資源情報価値が前記資源情報価値保持部に保持されている前記資源情報につ
いては前記評価式による評価を省略し前記保持されている前記資源情報価値を評価結果と
するものであることを特徴とする請求項１１記載の資源提供装置。
【請求項１３】
　前記資源情報記憶部に記憶された資源情報を前記評価式に含まれる属性の値が同じもの
どうしが同じグループに属するように分類する資源情報グループ化手段を備え、前記資源
情報評価手段は、ある資源情報を前記評価式によって評価する際、その資源情報と同一グ
ループの資源情報について前記評価式による計算済みの資源情報価値が存在するかどうか
を判定し、存在すればその計算済みの資源情報価値を評価結果とするものであることを特
徴とする請求項１１記載の資源提供装置。
【請求項１４】
　グリッド・コンピューティングにかかる資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶
部を有する資源提供装置に対して、前記資源情報の価値を評価する評価式を送信する評価
式送信手段と、前記資源提供装置から配信されてくる資源情報を受信し、予め定められた
数の資源情報が収集できた時点で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求する配送中
止手段とを備えることを特徴とする資源利用装置。
【請求項１５】
　配信された資源情報に付加された資源情報価値を資源情報提供元の資源提供装置の情報
と組にして記憶する資源情報価値記憶部と、資源情報を再度収集する際、該資源情報価値
記憶部を参照して資源情報価値のより高い資源情報を提供してきた資源提供装置から優先
的に、資源情報を収集する資源提供装置を選択する提供者選択手段とを備えることを特徴
とする請求項１４記載の資源利用装置。
【請求項１６】
　グリッド・コンピューティングにかかる資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶
部を有する資源提供装置を構成するコンピュータを、
　前記資源情報の価値を評価する評価式を前記資源を利用する資源利用装置から受信し、
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前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価する資源情報評価手段、
　前記資源情報評価手段による評価結果である資源情報価値を前記資源利用装置に配信す
る資源情報に付加する資源情報価値付加手段、
　前記資源利用装置に配信する前記資源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序
関係に基づいて整列させて、前記資源利用装置から配信中止の要求を受信するまで、資源
価値の高いものから順番に配信する資源情報整列手段、として機能させることを特徴とす
るプログラム。
【請求項１７】
　前記コンピュータをさらに、前記資源情報の属性が変化したとき、前記資源情報を前記
評価式で評価した結果である資源情報価値を保持する資源情報価値保持部に保持された前
記資源情報の資源情報価値を無効にする資源情報変化検出手段、として機能させ、かつ、
前記資源情報評価手段は、前記資源情報価値が前記資源情報価値保持部に保持されている
前記資源情報については前記評価式による評価を省略し前記保持されている前記資源情報
価値を評価結果とするものであることを特徴とする請求項１６記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記コンピュータをさらに、前記資源情報記憶部に記憶された資源情報を前記評価式に
含まれる属性の値が同じものどうしが同じグループに属するように分類する資源情報グル
ープ化手段、として機能させ、かつ、前記資源情報評価手段は、ある資源情報を前記評価
式によって評価する際、その資源情報と同一グループの資源情報について前記評価式によ
る計算済みの資源情報価値が存在するかどうかを判定し、存在すればその計算済みの資源
情報価値を評価結果とするものであることを特徴とする請求項１６記載のプログラム。
【請求項１９】
　資源利用装置を構成するコンピュータを、
　グリッド・コンピューティングにかかる資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶
部を有する資源提供装置に対して、前記資源情報の価値を評価する評価式を送信する評価
式送信手段、
　前記資源提供装置から配信されてくる資源情報を受信し、予め定められた数の資源情報
が収集できた時点で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求する配送中止手段、
として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項２０】
　前記コンピュータをさらに、資源情報を再度収集する際、配信された資源情報に付加さ
れた資源情報価値を資源情報提供元の資源提供装置の情報と組にして記憶する資源情報価
値記憶部を参照して資源情報価値のより高い資源情報を提供してきた資源提供装置から優
先的に、資源情報を収集する資源提供装置を選択する提供者選択手段、として機能させる
ことを特徴とする請求項１９記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はグリッド・コンピューティングにおける資源情報収集配信方法およびシステム
に関し、特に広域に分散して存在する資源情報を利用局面まで考慮し、かつ、スケーラブ
ルに収集、配信する方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　グリッド・コンピューティングは、地理的および組織的に広範囲に分散した様々な種類
のＣＰＵ、メモリ、情報およびその他の資源を、ユーザの需要と提供者のポリシーに応じ
て動的に共有し、それらを協調的に動作させ問題を処理させるための技術である。このよ
うなグリッド・コンピューティングに必要な機能の１つに、グリッド環境で使用されるＣ
ＰＵ、ＯＳ、メモリなどの資源の情報を収集し配信する機能がある。
【０００３】
　従来の資源情報収集配信システムの一例が、非特許文献１および非特許文献２に記載さ
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れている。
【０００４】
　図２４に示すように、この従来の資源情報収集配信システムは、フィルタ式送信手段３
０１を備えた資源利用装置３００と、資源情報フィルタ手段３２１および資源情報配信手
段３２２を備えた資源提供装置３２０と、資源情報記憶部３４０とから構成されている。
【０００５】
　このような構成を有する従来の資源情報収集配信システムは、つぎのように動作する。
すなわち、フィルタ式送信手段３０１により資源利用装置３００から資源提供装置３２０
に送られるフィルタ式３１０は、資源情報記憶部３４０に記憶されている多数の資源情報
の中からその属性の値がある閾値を超えるもしくは超えないものを選択するためのもので
ある。資源提供装置３２０は、フィルタ式送信手段３０１からフィルタ式３１０が渡され
ると、資源情報フィルタ手段３２１によりフィルタ式３１０を満たす資源情報のみを資源
情報記憶部３４０から抽出し、それを資源情報配信手段３２２により資源情報３３０とし
て資源利用装置３００に配信する。例えば、「ＣＰＵのスピードが７５０ＭＨｚ以上でメ
モリの空き容量が２５６ＭＢ以上のホスト」という内容のフィルタ式３１０がフィルタ式
送信手段３０１により送信された場合、資源情報フィルタ手段３２１は、その条件を満た
す全てのホストの情報を資源情報記憶部３４０から抽出して、資源利用装置３００に送信
する。資源利用装置３００は、配信された資源情報の中から実際に利用する資源を決定し
、利用する。例えばホストの場合、決定したホストにジョブを投入する。
【０００６】
　他方、情報検索に関する従来技術として、検索対象となるデータベースが複数存在する
場合に、特定のデータベースから所定条件を満たすデータを検索し、その検索データ数が
所定数に達しないときに限って他のデータベースを検索する技術（例えば、特許文献１参
照）、インターネットのｗｅｂ検索や情報検索において、いわゆるランキング検索を行い
、検索結果を順序付けて出力する技術（例えば、特許文献２参照）がある。
【特許文献１】特開２０００－２３５５８３号公報
【特許文献２】特開２００４－９４８１３号公報
【非特許文献１】Ｋ．クザホフスキー他、"グリッド　インフォメーション　サービシー
ズ　フォー　ディストリビューティド　リソース　シェアリング（Ｇｒｉｄ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｓｈａｒｉｎｇ）"、［online］、［平成１６年７月２１日検索］、インターネット＜h
ttp://www.globus.org/research/papers/MDS-HPDC.pdf＞
【非特許文献２】"エム　ディー　エス　２．２　ユーザーズ　ガイド（ＭＤＳ２．２　
Ｕｅｒ‘ｓ　Ｇｕｉｄｅ）"、（第２章～第４章）、ザ　グローバス　プロジェクト（Ｔ
ｈｅ　Ｇｌｏｂｕｓ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）、［online］、［平成１６年７月２１日検索］、
インターネット＜http://www.globus.org/mds/mdsusersguide.pdf＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図２４に示される従来の資源情報収集配信システムでは、フィルタ式３１０による条件
を満たす資源情報が数多く資源情報記憶部３４０に存在すれば、それら全ての資源情報が
資源利用装置３００に配信されてくる。図２４では、資源提供装置３２０は１つだけ図示
されているが、一般には複数存在し、資源利用装置３００はそれぞれの資源提供装置３２
０から資源情報を収集するため、収集される資源情報の数はより一層増大する。従って、
実際に利用する資源として、フィルタ式３１０による条件を満たした資源の中からさらに
資源利用装置３００側で別途定めた評価式による評価でより価値が高いと判断される資源
を選択する場合、配信されてくる資源情報の数に比例して資源利用装置３００側における
資源選択のための計算量が増大し、資源利用装置３００に十分な計算能力が要求されると
いう課題がある。
【０００８】
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　フィルタ式３１０による条件の厳しさを加減すれば、収集される資源情報の数を制御で
きるが、一般に各資源提供装置３２０の資源情報記憶部３４０にどのような属性の分布を
持った資源情報が記憶されているか資源利用装置３００側では知り得ないので、幾度も試
行錯誤が必要であり、資源情報の収集効率が低下する課題がある。
【０００９】
　特許文献１に記載される技術を応用し、まず特定の資源提供装置３２０からフィルタ式
３１０の条件を満たす資源情報を収集し、所定個数の資源情報が得られなかった場合に限
って他の資源提供装置３２０からも資源情報を収集する方法では、より価値の高い資源情
報の収集漏れが生じる課題がある。
【００１０】
　インターネットのｗｅｂ検索や文書検索などにおいては、特許文献２に見られるように
ランキング検索を行って検索結果に順位を付けて出力することが行われている。例えば、
キーワード検索の場合、文書中に指定したキーワードがどれだけ含まれているか等の評価
基準によって文書にポイントを付け、また自然文検索の場合、指定した文章にどれくらい
似ているか等の評価基準によって文書にポイントを付け、それぞれポイント順に検索文書
を出力している。しかし、このようなランキング検索における評価基準は、情報提供側で
独自に設定されたものであるため、より順位の高い検索結果が利用者側にとってより価値
の高いものである保証はない。また、各情報提供装置側がそれぞれ独自の評価基準でラン
キングするため、複数の情報提供装置から得られた検索結果どうしのランキングを比較し
ても意味がなく、検索結果どうしの優劣が定まらないという課題がある。
【００１１】
　本発明はこのような事情に鑑みて提案されたものであり、その第１の目的は、グリッド
・コンピューティングにおける資源情報の収集配信に際し、資源利用装置の資源選択のた
めの処理量を軽減することにある。
【００１２】
　本発明の第２の目的は、資源利用装置が多数の資源提供装置から資源情報を収集する場
合でも、資源利用装置での処理量が発散せず、スケーラブルにすることにある。
【００１３】
　本発明の第３の目的は、資源利用装置側にとって価値の高い資源情報を資源提供装置側
から優先的に配信し得るようにすることで、資源提供装置と資源利用装置との間の無駄な
トラフィックを避けることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の資源情報収集配信システムは、グリッド・コンピューティングにかかる
資源に関する資源情報を記憶する資源情報記憶部を有する１以上の資源提供装置と、前記
資源を利用する資源利用装置とから構成され、前記資源利用装置は、資源情報の価値を評
価する評価式を前記資源提供装置に送信する評価式送信手段と、前記資源提供装置から十
分な資源情報が収集できた時点で前記資源提供装置に対して配信の中止を要求する配送中
止手段とを備え、前記資源提供装置は、前記資源情報の価値を前記評価式を用いて評価す
る資源情報評価手段と、該資源情報評価手段による評価結果である資源情報価値を前記資
源利用装置に配信する資源情報に付加する資源情報価値付加手段と、前記資源利用装置に
配信する前記資源情報をそれに付加された前記資源情報価値の順序関係に基づいて整列さ
せて、資源価値の高いものから順番に配信する資源情報整列手段とを備えることを特徴と
する。
【００１５】
　この第１の資源情報収集配信システムにあっては、資源情報の価値を評価するための評
価式を資源利用装置から資源提供装置に送り、資源提供装置側でその評価式を用いて各資
源情報の価値を求め、求めた資源情報価値を資源情報に付加して資源利用装置に配信する
ため、資源利用装置は受信した資源情報に付加されている資源情報価値を参照することに
より直ちに当該資源情報の価値を判断できる。このため、グリッド・コンピューティング
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における資源情報の収集配信に際し、資源利用装置の資源選択のための処理量が軽減し、
また、多数の資源提供装置から資源情報を収集する場合でも、資源利用装置での処理量が
発散せず、スケーラブルになる。
【００１７】
　また、この第１の資源情報収集配信システムにあっては、資源提供装置から資源利用装
置へ資源情報価値の高いものから順番に資源情報が配信され、資源提供装置から十分な資
源情報が収集できた時点で配信を中止することにより、資源提供装置と資源利用装置との
間の無駄なトラフィックを避けることができる。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明の第１の効果は、資源利用装置が利用する資源を選択する際、その資源利用装置
で選択するための処理を軽減し、大きな計算能力を持たなくてもよいことである。
【００５５】
　その理由は、資源利用装置が資源提供装置へ、資源利用装置が資源を評価するための評
価式を渡し、資源提供装置が資源情報にその評価式で資源情報を評価した結果である資源
情報価値を付加して配信するためである。
【００５６】
　本発明の第２の効果は、資源利用装置が多数の資源提供装置から資源情報を収集する場
合でも、資源利用装置での資源選択の計算量が発散せず、スケーラブルになることである
。
【００５７】
　その理由は、資源情報を提供する複数の資源提供装置側で同じ評価式を用いて資源情報
価値を計算することで、資源情報価値の計算を統一かつ分散できるためである。
【００５８】
　本発明の第３の効果は、資源提供装置と資源利用装置との間の無駄なトラフィックを避
けれることである。
【００５９】
　その理由は、資源提供装置が資源利用装置はどんな基準で資源情報を評価しているかが
評価式によりわかることで、価値の高い資源情報を優先的に送ることができ、資源利用装
置は、十分な資源情報が収集できた段階で収集を打ち切ることができるからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　次に、本発明の第１の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００６５】
　図１を参照すると、本発明の第１の実施の形態は、資源利用装置１００と、資源情報記
憶部１４０が接続された資源提供装置１２０とから構成され、資源利用装置１００と資源
提供装置１２０とはインターネットなどの図示しないネットワークで相互に通信可能に接
続されている。図１には、資源利用装置１００および資源提供装置１２０が１つだけ描か
れているが、一般にはそれぞれ複数存在する。
【００６６】
　資源提供装置１２０と資源情報記憶部１４０の組は、非特許文献２に記載されたグリッ
ド・コンピューティングの実現に必要な機能を実装したオープンソースのミドルウェアで
あるグローバスツールキット（Ｇｌｏｂｕｓ　Ｔｏｏｌｋｉｔ）におけるＭＤＳ（Ｍｏｎ
ｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）コンポーネントが搭載
されたＭＤＳサーバに相当する。ＭＤＳサーバは、さらに、ローカルの資源情報のみを扱
うＧＲＩＳ（Ｇｒｉｄ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）
コンポーネントが搭載されたＧＲＩＳサーバと、下位のＧＲＩＳサーバから報告された資
源情報を管理するＧＩＩＳ（Ｇｒｉｄ　Ｉｎｄｅｘ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ）コンポーネントが搭載されたＧＩＩＳサーバとに分かれるが、資源提供装置１２
０と資源情報記憶部１４０の組は、ＧＲＩＳサーバおよびＧＩＩＳサーバの何れか一方に
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相当する。
【００６７】
　資源情報記憶部１４０は、データベースシステムやファイルシステムやメモリシステム
で実現され、資源情報を記憶している。ここで、資源情報とは、静的な資源情報と動的な
資源情報とに大別され、前者には、プラットフォームのタイプとアーキテクチャ、ＯＳ名
とバージョン、ネットワークインタフェース情報（デバイス名やＩＰアドレスなど）が含
まれ、後者には、ＣＰＵ情報（タイプ、バージョン、スピード、キャッシュ、使用率、数
など）、メモリ情報（空き容量など）、ファイルシステム情報（空き容量、ファイルシス
テム名など）が含まれる。資源情報の表現形式としては、ＬＤＡＰ（Ｌｉｇｈｔｗａｉｔ
　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）におけるＬＤＩＦ（ＬＤＡＰ
　ＤＡＴＡ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ）、ＣＩＭ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌ）などの標準で定められたものや独自の形式など資源の属
性とその値を表現できるものであれば何でもかまわない。
【００６８】
　図２に資源情報記憶部１４０に記憶された資源情報の一例を示す。この例では、資源情
報の表現形式として、資源の属性とその値を「＝」で結んだ形式を用いている。例えば、
資源Ｒ１は、属性Ａ１、属性Ａ２、属性Ａ３の３つの属性を持ち、それぞれの属性値は５
１２、３００、４４０である。
【００６９】
　再び図１を参照すると、資源利用装置１００は、上述のグローバスツールキット（Ｇｌ
ｏｂｕｓ　Ｔｏｏｌｋｉｔ）におけるＭＤＳクライアントに相当する。
【００７０】
　本実施の形態の場合、資源利用装置１００に評価式送信手段１０１が備えられ、資源提
供装置１２０に資源情報評価手段１２１および資源情報価値付加手段１２２が備えられて
いる。
【００７１】
　評価式送信手段１０１は、資源利用装置１００から資源提供装置１２０への資源情報の
問い合わせ時、資源情報の価値を評価する評価式１１０を資源利用装置１００から資源提
供装置１２０へ送信する手段である。資源情報評価式１１０は、資源情報の属性値から計
算される値や資源を動作させることにより取得できる値など、資源情報の順序関係を表現
する数値や文字列を求めるものであり、資源情報の注目する各属性に重み付けをして総和
を求める算術式や、注目する各属性に対して評価軸を設け、そのカバレッジを数値化する
算術式や性能を評価するベンチマークなどをあげられる。
【００７２】
　資源情報評価手段１２１は、資源提供装置１２０が資源利用装置１００へ提供する資源
情報の価値を資源情報評価式１１０を使用して計算するための手段である。
【００７３】
　資源情報価値付加手段１２２は、資源提供装置１２０が資源情報１３０を資源利用装置
１００へ送信する際、その資源情報１３０について資源情報評価手段１２１で計算された
資源情報価値１３１を付加するための手段である。
【００７４】
　次に、図１および図３のフローチャートを参照して本実施の形態の全体の動作について
詳細に説明する。
【００７５】
　まず、資源利用装置１００は、評価式送信手段１０１によって資源情報評価式１１０を
資源提供装置１２０へ送信する（図３のステップＡ１）。
【００７６】
　次に資源提供装置１２０は、資源情報記憶部１４０にある資源情報について、資源情報
評価式１１０を用いて資源情報評価手段１２１にて評価する（図３のステップＡ２）。例
えば、注目する各属性に重み付けをして総和を求める算術式「属性Ａ１＋２×属性Ａ２」
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が評価式１１０として与えられ、資源情報記憶部１４０に保持される資源情報が図２に示
すものであった場合、各資源Ｒ１～Ｒ４について、図４に示されるような値を持つ資源情
報価値が計算される。
【００７７】
　次に資源提供装置１２０は、資源情報価値付加手段１２２により、資源情報評価手段１
２１で計算された資源情報価値１３１を資源情報１３０に付加して（図３のステップＡ３
）、資源利用装置１００へ送信し、資源利用装置１００はこれを受信する（図３のステッ
プＡ４）。
【００７８】
　図５に資源利用装置１００および資源提供装置１２０のより具体的な構成例を示す。
【００７９】
　図５を参照すると、資源利用装置１００は、ＣＰＵ１６１と、このＣＰＵ１６１にバス
１６２を通じて接続された、プログラムメモリ例えばＲＯＭ１６３、ＲＡＭ１６４、通信
装置１６５、入力装置１６６および出力装置１６７とから構成され、パーソナルコンピュ
ータや携帯情報端末などの情報処理装置で構成される。ＲＯＭ１６３には、ＭＤＳクライ
アントプログラム１７１が記憶されており、評価式送信手段１０１はそのプログラム１７
１の一機能として組み込まれている。ＲＡＭ１６４には、資源提供装置１２０に送信され
る資源情報評価式１１０と、資源提供装置１２０から受信した資源情報１３０とが記憶さ
れる。資源情報評価式１１０は、例えば、キーボード等の入力装置１６６から利用者が入
力したものであり、評価式送信手段１０１は、ＲＡＭ１６４から資源情報評価式１１０を
読み出して資源提供装置１２０に送信する。出力装置１６７はディスプレイやプリンタな
どであり、通信装置１６５はＬＡＮカードなどである。通信装置１６５は、インターネッ
トなどのネットワークＮＷを通じて資源提供装置１２０と相互に通信を行う。
【００８０】
　資源提供装置１２０は、ＣＰＵ１８１と、このＣＰＵ１８１にバス１８２を通じて接続
された、プログラムメモリ例えばＲＯＭ１８３、ＲＡＭ１８４、通信装置１８５、入力装
置１８６、出力装置１８７およびハードディスク装置１８９とから構成され、パーソナル
コンピュータやワークステーション等の情報処理装置で構成される。ハードディスク装置
１８９は、資源情報記憶部１４０として利用され、各資源の資源情報が記録される。ＲＯ
Ｍ１８３には、ＭＤＳサーバプログラム１９１が記憶されており、資源情報評価手段１２
１および資源情報価値付加手段１２２はそのプログラム１９１の一機能として組み込まれ
ている。ＲＡＭ１８４には、資源利用装置１００から受信した資源情報評価式１１０と、
資源情報評価手段１２１により計算された各資源毎の資源情報価値１３１と、資源情報価
値の付加された資源情報１９２とが記憶される。資源情報評価手段１２１は、資源利用装
置１００から受信した資源情報評価式１１０をＲＡＭ１８４から読み出し、ハードディス
ク装置１８９から各資源の情報を読み出し、資源情報評価式１１０を用いて各資源情報の
価値１３１を計算し、その結果を各資源毎にＲＡＭ１８４に保存する。個々の資源情報に
はそれらを識別するための識別子が付いているので、資源情報価値１３１にも同じ識別子
を付けることで、どの資源の価値であるかを区別する。資源情報価値付加手段１２２は、
ＲＡＭ１８４から各資源情報の価値１３１を読み出し、ハードディスク装置１８９から読
み出した該当する資源情報１３０に付加して、資源情報価値の付加された資源情報１９２
をＲＡＭ１８４上に生成し、これを読み出して資源利用装置１００へ送信する。入力装置
１８６はキーボードなどで構成され、出力装置１６７はディスプレイやプリンタなどで構
成される。これらは、例えば、資源提供装置１２０の保守用入出力装置として利用される
。通信装置１８５はＬＡＮカードなどであり、インターネットなどのネットワークＮＷを
通じて資源利用装置１００と相互に通信を行う。
【００８１】
　次に、本実施の形態の効果について説明する。本実施の形態では、資源情報評価式１１
０を資源提供装置１２０側へ送信し、それを元に資源提供装置１２０側で評価し、その評
価結果である資源情報価値１３１を付加して、資源利用装置１００側へ資源情報１３０を
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配信するため、資源利用装置１００側では資源を選択するために、資源情報を評価するた
めの計算をする必要がなくなる。このことは、資源利用装置１００側に大きな計算能力を
用意する必要をなくすだけでなく、複数の資源提供装置を対象として広範囲から資源を収
集する際、スケーラビリティ性を向上させる。
【００８２】
　次に、本発明の第２の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００８３】
　図６を参照すると、本発明の第２の実施の形態は、第１の実施の形態と比べ、資源提供
装置１２０に資源情報整列手段１２３を備え、資源利用装置１００に配送中止手段１０２
を備える点で異なる。
【００８４】
　資源情報整列手段１２３は、資源情報１３０をそれに付加された資源情報価値１３１の
順序関係に基づいて並べ替えて資源利用装置１００へ送信するための手段である。
【００８５】
　配送中止手段１０２は、受信される資源情報価値１３１の状況を見て、資源提供装置１
２０に資源情報１３０の配信を中止させる手段である。
【００８６】
　次に、図６および図７のフローチャートを参照して本実施の形態の全体の動作について
詳細に説明する。
【００８７】
　まず、資源利用装置１００は、評価式送信手段１０１によって資源情報評価式１１０を
資源提供装置１２０へ送信し（図７のステップＡ１）、次に資源提供装置１２０は、資源
情報記憶部１４０にある資源情報について、資源情報評価式１１０を用いて資源情報評価
手段１２１にて評価し（図７のステップＡ２）、次に資源情報価値付加手段１２２により
、資源情報評価手段１２１で計算された資源情報価値１３１を資源情報１３０に付加する
（図７のステップＡ３）。ここまでは、第１の実施の形態の動作と同じであり、例えば、
「属性Ａ１＋２×属性Ａ２」が評価式１１０として与えられ、資源情報記憶部１４０に保
持される資源情報が図２に示すものであった場合、各資源Ｒ１～Ｒ４について、図４に示
されるような値を持つ資源情報価値が計算される。
【００８８】
　次に資源提供装置１２０は、資源情報整列手段１２３により、資源情報１３０をそれに
付加された資源情報価値１３１の昇順にソートし（図７のステップＢ１）、資源利用装置
１００から配信中止の要求が出されるか、あるいは全ての資源情報を配信し終わるまで、
資源情報価値１３１を付加した資源情報１３０をより価値の高いものから順に配信してい
く（図７のステップＡ４）。例えば、図４に示したように各資源Ｒ１～Ｒ４の価値が計算
された場合、資源情報１３０ａ～１３０ｄを資源情報価値１３１の高い順に並べ替え、１
３０ｄ、１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃの順序で配信する。
【００８９】
　資源利用装置１００は、資源提供装置１２０から資源情報１３０を受信する毎に、配送
中止手段１０２により、資源利用装置１００で資源を選択するのに十分な資源情報が収集
できたかをどうかを判断し（図７のステップＢ２）、十分であるならば、資源情報１３０
の配信を中止させるべく資源提供装置１２０に配信中止の要求を送信する（図７のステッ
プＢ３）。資源利用装置１００で資源を選択するのに十分な資源情報が収集できたかをど
うかを判断する具体的な方法としては、資源情報価値が高いものを予め定められた数であ
るＮ個受け取ったかどうかで検出する方法、予め定められた時間Ｔが経過するまでに資源
情報価値が予め定められた一定値Ｖ以上の資源情報を受信したかどうかで検出する方法が
利用できる。また、予め定められた時間Ｓ経過すると配送中止要求を送信する構成にする
ことも可能である。
【００９０】
　図８に本実施の形態における資源利用装置１００および資源提供装置１２０のより具体
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的な構成例を示す。図５の構成例と比べ、資源利用装置１００のＲＯＭ１６３に記憶され
るＭＤＳクライアントプログラム１７１には配送中止手段１０２が新たに組み込まれてお
り、資源提供装置１２０のＲＯＭ１８３に記憶されるＭＤＳサーバプログラム１９１には
資源情報整列手段１２３が新たに組み込まれている。配送中止手段１０２は、資源提供装
置１２０から受信した資源情報１３０をＲＡＭ１６４から参照して配送中止するかどうか
を判断し、配送中止する場合には通信装置１６５を通じて、資源情報の収集を行っている
資源提供装置１２０に対して配送中止要求を送信する。資源情報整列手段１２３は、資源
情報価値付加手段１２２がＲＡＭ１８４上に生成した資源情報価値の付加された資源情報
１９２を資源情報価値をキーに昇順にソートした資源情報１９３をＲＡＭ１８４上に生成
し、これを先頭から順に読み出して１つ或いは複数ずつ順番に配信する。
【００９１】
　次に、本実施の形態の効果について説明する。本実施の形態では、資源情報を資源情報
価値の順序関係に基づいて整列させてから配送し、任意の数の資源情報を受信した段階で
中止させることができる。このため、資源利用装置１００側にとって、価値の低い資源情
報を受け取る前に収集を打ち切れるため、ネットワークトラフィックを軽減することがで
きる。また、資源情報価値がすでに計算されていること及び価値の高いものから順に配信
されることから、資源情報価値の分布がどのようになっていても、その集合の中で価値が
上位のものを、資源情報評価式を調整することなく、取得することができる。
【００９２】
　次に、本発明の第３の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００９３】
　図９を参照すると、本発明の第３の実施の形態は、第１の実施の形態と比べ、資源利用
装置１００に資源情報価値記憶部１０３および提供者選択手段１０４を備える点で異なる
。
【００９４】
　資源情報価値記憶部１０３は、資源提供装置１２０から配送されてきた資源情報価値１
３１の履歴を資源提供装置１２０毎に格納する。例えば、図１０に示すように、資源提供
装置１２０を特定するデータ（例えば資源提供装置１２０の識別子や通信アドレスなど）
とその資源提供装置１２０から現在までに受信した資源情報価値のデータのリストを保持
する例が考えられる。保持する資源時価値のデータは、受信した全てのデータ、過去一定
期間内に受信した全てのデータ、過去一定期間内に受信した上位幾つかのデータなどとす
ることができる。
【００９５】
　提供者選択手段１０４は、資源提供装置１２０から資源情報を再度収集する際、どの資
源提供装置より優先的に収集すべきかを資源情報価値記憶部１０３にある資源情報価値の
履歴に基づいて判断する手段である。具体的には、資源情報価値のより高い資源情報を提
供してきた資源提供装置から優先的に収集する。
【００９６】
　次に、図９および図１１のフローチャートを参照して本実施の形態の全体の動作につい
て詳細に説明する。
【００９７】
　まず、資源利用装置１００は、評価式送信手段１０１によって資源情報評価式１１０を
資源提供装置１２０へ送信し（図１１のステップＡ１）、次に資源提供装置１２０は、資
源情報記憶部１４０にある資源情報について、資源情報評価式１１０を用いて資源情報評
価手段１２１にて評価し（図１１のステップＡ２）、次に資源情報価値付加手段１２２に
より、資源情報評価手段１２１で計算された資源情報価値１３１を資源情報１３０に付加
し（図１１のステップＡ３）、資源利用装置１００へ送信する（図１１のステップＡ４）
。ここまでは、第１の実施の形態の動作と同じであり、例えば、「属性Ａ１＋２×属性Ａ
２」が評価式１１０として与えられ、資源情報記憶部１４０に保持される資源情報が図２
に示すものであった場合、図４に示されるような資源情報価値の付加された資源情報１３
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０ａ～１３０ｄが資源提供装置１２０から資源利用装置１００へ配信される。
【００９８】
　本実施の形態の場合、資源利用装置１００は、資源情報１３０を受信した後、資源情報
価値記憶部１０３に資源情報価値１３１とそれを提供した資源提供装置１２０の組を格納
する（図１１のステップＣ１）。そして、再度資源情報を収集する際（図１１のステップ
Ｃ２）、提供者選択手段１０４により、資源情報価値記憶手段１０３に記憶された各資源
提供者別の資源情報価値１３１のリストを参照して、より価値の高い資源情報を提供して
きた資源提供装置１２０を選択し（図１１のステップＣ３）、ステップＡ１に戻って上述
の処理と同様の処理を実行する。例えば、資源情報価値記憶部１０３に図１０に示したよ
うなデータが記憶されていた場合、資源情報価値のより高い資源情報を提供した資源提供
装置１２０ｂから優先的に収集する。
【００９９】
　図１２に本実施の形態における資源利用装置１００および資源提供装置１２０のより具
体的な構成例を示す。図５の構成例と比べ、資源利用装置１００のＲＯＭ１６３に記憶さ
れるＭＤＳクライアントプログラム１７１には提供者選択手段１０４が新たに組み込まれ
ており、ＲＡＭ１６４には資源情報価値記憶部１０３が設けられている。評価式送信手段
１０１は、ＲＡＭ１６４に記憶された評価式１１０を送信した資源提供装置１２０から資
源情報価値の付加された資源情報が配信されてくると、それらをＲＡＭ１６４に保存する
と共に、資源提供装置１２０を識別するデータとその資源提供装置１２０から今回受信し
た資源情報に付加された資源情報価値の組を評価式１１０と関連付けて資源情報価値記憶
部１０３に記憶する。次回、同じ評価式１１０を使って資源情報を収集する際、提供者選
択手段１０４により、評価式１１０と関連付けられた資源情報価値記憶部１０３の内容を
参照してどの資源提供装置から優先的に収集するかを決定する。
【０１００】
　このように本実施の形態によれば、資源利用装置側で繰り返し資源情報を同じ資源情報
評価式で収集する場合、資源情報価値が高い資源情報を提供する資源提供装置から優先的
に検索することで、トラフィックを軽減することができる。
【０１０１】
　次に、本発明の第４の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【０１０２】
　図１３を参照すると、本発明の第４の実施の形態は、第１の実施の形態と比べ、資源提
供装置１２０に資源情報価値保持部１２４と資源情報変化検出手段１２５を備える点で異
なる。
【０１０３】
　資源情報価値保持部１２４は、各資源情報１３０について、資源情報評価式１１０で評
価した結果の資源情報価値１３１を記憶するキャッシュ装置である。例えば図１４に示す
ように、各資源を特定するための識別子などのデータとその資源の情報について計算され
た資源情報価値のリストを記憶する。
【０１０４】
　資源情報変化検出手段１２５は、資源の状態や環境の変化により資源提供装置１２０が
提供する資源情報１３０の各属性の値が変化したことを検出し、その資源情報１３０につ
いて計算され資源情報価値保持部１２４に保存されている資源情報価値１３１を無効にす
るための手段である。資源情報１３０の各属性の値が変化したことを検出する方法として
は、資源情報記憶部１４０の資源情報の各属性にその最終更新時刻のデータを格納できる
ようにし、また、資源情報価値保持部１２４の資源情報価値にそれが登録された時刻デー
タを格納できるようにし、これらのデータを比較することで変化があったことを検出する
方法がある。また、他の例としては、資源の状態の変化を起こすイベントの発生を監視す
る方法がある。
【０１０５】
　次に、図１３および図１５のフローチャートを参照して本実施の形態の全体の動作につ
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いて詳細に説明する。
【０１０６】
　まず、資源利用装置１００は、評価式送信手段１０１によって資源情報評価式１１０を
資源提供装置１２０へ送信する（図１５のステップＡ１）。
【０１０７】
　次に資源提供装置１２０は、資源情報評価手段１２１により、資源情報記憶部１４０に
ある資源情報について、その資源情報を特定する識別子などのデータで資源情報価値保持
部１２４を検索し、有効な資源情報価値がキャッシュされているかどうかを判定する（図
１５のステップＤ１）。若しキャッシュされていれば、資源情報価値保持部１２４から読
み出した資源情報価値を資源情報に付加し（図１５のステップＡ３）、資源利用装置１０
０へ送信する（図１５のステップＡ４）。
【０１０８】
　他方、有効な資源情報価値がキャッシュされていなければ、資源情報評価式１１０を用
いて資源情報評価手段１２１にて評価し（図１５のステップＡ２）、計算した資源情報価
値を資源情報価値保持部１２４に保存する（図１５のステップＤ２）。また、計算した資
源情報価値を資源情報に付加し（図１５のステップＡ３）、資源利用装置１００へ送信す
る（図１５のステップＡ４）。
【０１０９】
　また、資源の状態が変化した場合、資源状態変化検出手段１２５によりそれを検出し、
資源情報価値保持部１２４に保存されている当該資源の情報に対応する資源情報価値のキ
ャッシュを無効化する（図１５のステップＤ３）。
【０１１０】
　図１６に本実施の形態における資源利用装置１００および資源提供装置１２０のより具
体的な構成例を示す。図５の構成例と比べ、資源提供装置１２０のＲＯＭ１８３に記憶さ
れるＭＤＳサーバプログラム１９１には資源情報変化検出手段１２５が組み込まれており
、ＲＡＭ１８４には、資源情報価値保持部１２４が設けられている。この資源情報価値保
持部１２４には、現在どの評価式による資源情報価値のキャッシュとして利用されている
かを示すためのインデックスが付加されている。資源情報評価手段１２１は、受信した評
価式１１０を用いて資源情報記憶部１４０に記憶された資源情報の価値を計算する前に、
その評価式１１０をインデックスに持つ資源情報価値保持部１２４の有無を調べ、存在す
ればさらにその資源情報の識別子でその資源情報価値保持部１２４を検索し、その資源情
報の識別子に対応する資源情報価値が記憶されていれば、評価式１１０による計算を行わ
ずに、キャッシュされている資源情報価値を使って後続の処理を続行する。
【０１１１】
　受信した評価式１１０に対応する資源情報価値保持部１２４が存在するが、資源情報の
識別子に対応して有効な資源情報価値がキャッシュされていなかった場合、評価式１１０
によって資源情報価値を計算し、その結果を資源情報価値保持部１２４に記憶しておく。
また、受信した評価式１１０に対応する資源情報価値保持部１２４がＲＡＭ１８４上に存
在しない場合、既に存在する他の評価式に対応する資源情報価値保持部１２４を初期化し
受信した評価式１１０に対応する資源情報価値保持部１２４として利用するか、新たに資
源情報価値保持部１２４をＲＡＭ１８４に生成し、計算した資源情報価値を記憶する。
【０１１２】
　このように本実施の形態によれば、資源情報が変わった時だけ、資源情報価値の再計算
をすることで、資源情報価値の計算を効率化することができる。
【０１１３】
　次に、本発明の第５の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【０１１４】
　図１７を参照すると、本発明の第５の実施の形態は、第１の実施の形態と比べ、資源提
供装置１２０に資源構成情報記憶部１４５が接続されており、かつ、資源提供装置１２０
に資源情報グループ化手段１２６を備える点で異なる。
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【０１１５】
　資源構成情報記憶部１４５は、資源情報記憶部１４０に資源情報が記憶されている資源
同士がどのように関連し、構成されているかをあらわす資源構成情報を格納する。これは
、例えば図１８に示すように、同一の属性値を持つ資源群のリストを保持することで可能
である。また、他の実現例として、同一のハブに接続されたホストマシンのリストのよう
に、ある資源と関連づけられた資源群のリストを保持することにより可能である。
【０１１６】
　資源情報グループ化手段１２６は、資源構成情報記憶部１４５を参照し、資源情報記憶
部１４０が提供する資源情報１３０の属性が同じ値をとるもの同士をグループ化する手段
である。資源情報グループ化手段１２６の実施例としては、属性と属性値の組のリストを
キーとし、そのキーでの資源情報価値を値とするハッシュマップで実現する方法がある。
【０１１７】
　次に、図１７および図１９のフローチャートを参照して本実施の形態の全体の動作につ
いて詳細に説明する。
【０１１８】
　まず、資源利用装置１００は、評価式送信手段１０１によって資源情報評価式１１０を
資源提供装置１２０へ送信する（図１９のステップＡ１）。
【０１１９】
　次に資源提供装置１２０は、資源情報グループ化手段１２６により、資源利用装置１０
０から受信した資源情報評価式１１０に現れる資源情報の属性と資源構成情報記憶部１４
５に格納されている資源構成情報に基づいて、資源情報の属性が同じ値をとるものを関連
付け、資源情報をグループ化する（図１９のステップＥ１）。例えば、評価式１１０とし
て「属性Ａ１＋２×属性Ａ２」が与えられた場合、この評価式１１０には２つの属性Ａ１
、Ａ２が現れているので、資源情報記憶部１４０に記憶されている全ての資源情報を、属
性Ａ１および属性Ａ２の属性値が同じものどうしを同じグループに分類する。こうすれば
、各グループ毎にそれに属する１つの資源情報について資源情報価値を計算しておけば、
同じグループに属する他の資源情報は同じ資源情報価値になるので計算を省略することが
できる。
【０１２０】
　資源提供装置１２０は、資源情報記憶部１４０にある資源情報について、同一グループ
の資源情報について評価式１１０による資源情報価値を計算済みであるかどうかをチェッ
クする（図１９のステップＥ２）。若し、計算済みであれば、計算済みの結果をその資源
情報に付加し（図１９のステップＡ３）、資源利用装置１００へ送信する（図１９のステ
ップＡ４）。他方、計算済みでなければ、評価式１１０を用いて資源情報価値を計算し（
図１９のステップＡ２）、計算した資源情報価値を当該グループの資源情報価値として記
憶しておくと共に、資源情報に付加し（図１９のステップＡ３）、資源利用装置１００へ
送信する（図１９のステップＡ４）。
【０１２１】
　図２０に本実施の形態における資源利用装置１００および資源提供装置１２０のより具
体的な構成例を示す。図５の構成例と比べ、資源構成情報記憶部１４５として利用するハ
ードディスク装置１９５が設けられており、また資源提供装置１２０のＲＯＭ１８３に記
憶されるＭＤＳサーバプログラム１９１には資源情報グループ化手段１２６が組み込まれ
ており、ＲＡＭ１８４には、資源情報グループ化手段１２６によってグループ化された資
源情報のグループ化情報１９４が記憶される。このグループ化情報１９４には、各グルー
プ毎にそれに属する資源を特定する識別子と計算された資源情報価値とが記録される。資
源情報評価手段１２１は、受信した評価式１１０を用いて資源情報記憶部１４０に記憶さ
れた資源情報の価値を計算する前に、その評価式１１０に含まれる属性の種類に応じて資
源情報グループ化手段１２６でグループ化されたグループ化情報１９４を参照し、資源情
報価値を計算しようとしている資源の属するグループについて資源情報価値が既に計算さ
れているか否かを調べ、計算されていればそれを使用し、計算されていなければ評価式１
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１０により資源情報価値を計算し、グループ化情報１９４に記録する。
【０１２２】
　このように本実施の形態によれば、資源情報記憶部１４０に記憶された資源情報を、評
価式に現れる属性の値が同じものどうしに分類、すなわち同じ資源情報価値となるものど
うしにグループ化して資源情報価値の計算量を削減することで、資源情報の評価を効率化
することができる。
【０１２３】
　なお、本実施の形態では、資源情報グループ化手段１２６は、同一の属性値を持つ資源
群のリストなどを保持する資源構成情報記憶部１４５を参照して、資源情報記憶部１４０
に記憶された資源情報を、評価式１１０に現れる属性の値が同じものどうしにグループ化
したが、資源構成情報記憶部１４５を省略し、資源情報記憶部１４０に記憶された資源情
報の個々の属性の値を参照してグループ化するようにしてもよい。
【０１２４】
　次に、本発明の第６の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【０１２５】
　図２１を参照すると、本発明の第６の実施の形態は、第１の実施の形態と比べ、資源利
用装置１００と資源提供装置１２０との間に資源仲介装置１５０が介在する点で異なる。
【０１２６】
　資源仲介装置１５０は、第１の実施の形態の資源提供装置１２０と同じ資源情報評価手
段１２１と資源情報価値付加手段１２２を備え、さらに、資源情報収集手段１２７を備え
る。
【０１２７】
　資源情報収集手段１２７は、資源仲介装置１５０が図示しないネットワークなどを通じ
て資源提供装置１２０から資源情報１３０を収集するための手段である。
【０１２８】
　この実施の形態において、資源提供装置１２０は、第１の実施の形態で備えていた資源
情報評価手段１２１および資源情報価値付加手段１２２を備えていなくてもよい。
【０１２９】
　次に、図２１および図２２のフローチャートを参照して本実施の形態の全体の動作につ
いて詳細に説明する。
【０１３０】
　まず、資源利用装置１００は、評価式送信手段１０１によって資源情報評価式１１０を
資源仲介装置１５０へ送信する（図２２のステップＡ１）。
【０１３１】
　次に資源仲介装置１５０は、資源情報収集手段１２７により、資源提供装置１２０から
資源情報を収集する（図２２のステップＦ１）。次に資源仲介装置１５０は、収集した資
源情報について、資源情報評価式１１０を用いて資源情報評価手段１２１にて評価する（
図２２のステップＡ２）。次に資源提供装置１２０は、資源情報価値付加手段１２２によ
り、資源情報評価手段１２１で計算された資源情報価値１３１を資源情報１３０に付加し
て（図２２のステップＡ３）、資源利用装置１００へ送信し、資源利用装置１００はこれ
を受信する（図２２のステップＡ４）。
【０１３２】
　図２３に資源利用装置１００および資源仲介装置１５０のより具体的な構成例を示す。
資源仲介装置１５０は、図５の資源提供装置１２０の構成とほぼ同様であるが、ＲＯＭ１
８３に記憶されるＭＤＳサーバプログラム１９１には資源情報収集手段１２７が組み込ま
れており、ＲＡＭ１８４には、資源情報収集手段１２７によって他の資源提供装置１２０
から収集した資源情報１９６を記憶する領域が設けられている。
【０１３３】
　本実施の形態によれば、資源仲介装置１５０を用いることで、資源提供装置１２０で資
源情報価値を計算できなくても資源利用装置１００に資源情報価値を付加した資源情報を
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配信できるようになり、第１の実施の形態と同様の効果を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の第１の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における資源情報記憶部の内容例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態の動作を示す流れ図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態において資源提供装置から資源利用装置に配信される
資源情報価値の付加された資源情報の例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における資源利用装置と資源提供装置のより具体的な
構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態の動作を示す流れ図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態における資源利用装置と資源提供装置のより具体的な
構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態における資源情報価値記憶部の内容例を示す図であ
る。
【図１１】本発明の第３の実施の形態の動作を示す流れ図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態における資源利用装置と資源提供装置のより具体的
な構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第４の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１４】本発明の第４の実施の形態における資源情報価値保持部の内容例を示す図であ
る。
【図１５】本発明の第４の実施の形態の動作を示す流れ図である。
【図１６】本発明の第４の実施の形態における資源利用装置と資源提供装置のより具体的
な構成を示すブロック図である。
【図１７】本発明の第５の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１８】本発明の第５の実施の形態における資源構成情報記憶部の内容例を示す図であ
る。
【図１９】本発明の第５の実施の形態の動作を示す流れ図である。
【図２０】本発明の第５の実施の形態における資源利用装置と資源提供装置のより具体的
な構成を示すブロック図である。
【図２１】本発明の第６の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２２】本発明の第６の実施の形態の動作を示す流れ図である。
【図２３】本発明の第６の実施の形態における資源利用装置と資源仲介装置のより具体的
な構成を示すブロック図である。
【図２４】従来の資源情報収集配信システムのブロック図である。
【符号の説明】
【０１３５】
１００…資源利用装置
１１０…資源情報評価式
１２０…資源提供装置
１３０…資源情報
１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ…資源情報
１４０…資源情報記憶部
１４５…資源構成情報記憶部
１５０…資源仲介装置
１０１…評価式送信手段
１０２…配送中止手段
１０３…資源情報価値記憶手段



(18) JP 4839585 B2 2011.12.21

10

１０４…提供者選択手段
１２１…資源情報評価手段
１２２…資源情報価値付加手段
１２３…資源情報整列手段
１２４…資源情報価値保持部
１２５…資源情報変化検出手段
１２６…資源情報グループ化手段
１２７…資源情報収集手段
３００…資源利用装置
３１０…フィルタ式
３２０…資源提供装置
３３０…資源情報
３４０…資源情報記憶部
３０１…フィルタ式送信手段
３２１…資源情報フィルタ手段
３２２…資源情報配信手段

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１６】 【図１７】
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【図２１】
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【図２３】
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