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1.はじめに
マルチエージェントシステムに関する研究におい
て，自動交渉が注目されている[1,2]．人工知能間
の協調を想定した場合に，複数の合理的なエージ
ェント（人工知能）が対立している状況では，自
動的に交渉する仕組みが必要となる．また，自動
交渉の成果を現実世界に応用することで，電子商
取引，バリューチェーン調整の自動化，現実世界
の集団意思決定支援などが実現されることから，
産業界や学術界からの期待が大きい．
しかし，自動交渉の理論を具体的なシナリオに対
して適用させた研究はほとんど存在しない．その
大きな要因として，自動交渉手法のプライバシー
（交渉参加者の秘密情報をどのくらい保護できる
か）やスケーラビリティ（参加者数や論点数が膨
大な場合など様々な問題に対応できるか）への対
応が不十分な点や，現実シナリオを自動的にモデ
ル化する方法がない点が挙げられる．特に，自動
交渉におけるプライバシーの問題は，人間が行う
交渉においては参加者ごとのプライバシー情報の
公開量は交渉等の参加者ごとに公平である方が望
ましく，マルチエージェントでも同様のことが考
えられる．
これまでの自動交渉のプライバシー情報の公開に
関して，エージェントが公開したプライバシー情
報が交渉に与える影響を考慮している研究はほと
んどない．唯一の既存の指標としてFujitaらの指
標である公開範囲[3,4]が存在するが，これらの指
標は公開された情報の交渉中における重要度が

考慮されていない．以上から，新たな情報公開量
と三者間以上での交渉が想定された交渉問題に対
してエージェント間の情報公開量の公平性を考慮
した自動交渉プロトコルが求められている．
本研究では，三者間複数論点交渉問題に対応した
エージェント間の情報公開量の公平性を考慮した
自動交渉プロトコルを提案する．まず，エージェ
ントの予測効用関数の精度に基づいた交渉中の情
報公開指標を提案する．本指標は各エージェント
の好みの情報である効用関数の予測に有用な情報
が交渉において重要という仮定に基づいて定義す
る．次に，提案する新しい指標に基づいてエージ
ェントの提案回数を調整する機構を導入した自動
交渉プロトコルを提案する．提案するプロトコル
では，情報公開量に応じて各エージェントの提案
回数を調整し，情報公開の少ないエージェントに
より多くの情報公開を促す．交渉シミュレーショ
ン実験により，提案手法がエージェント間の情報
公開量の公平性を改善していることを示す．
本報告書の一部はPRIMA2017 において発表した
内容である[5]．

2. 三者間複数論点交渉問題
三体のエージェントA, B, Cが交渉を行った結果得
られる合意案がsである場合，各エージェントが
交渉において得られる効用値はそれぞれ効用関数
UA(s), UB(s), UC(s)により決定される．各エージェ
ントは交渉を通じて自身の効用値を最大化する．
交渉シナリオは，論点と論点内の選択肢から構成

され，各論点の重みおよび論点内の各選択肢の評
価値から効用関数により効用値が決定される．本
研究では線形効用関数を対象とし，効用値は選択
肢の評価値の重み付き線形和で算出される．
交渉には時間的な制約として時間制限が存在す
る．交渉の経過時間が時間制限を超過した場合，
合意形成失敗として交渉は打ち切られる．また，
別の時間的制約として，割引係数が存在し，交渉
の時間経過による獲得効用の減少率を示す．さら
に，合意を得られずに交渉が終了した場合に獲得
できる留保価格が設定されている．
具体的な交渉の流れや交渉の終了条件は交渉プロ
トコルによって定義される．3者間の代表的な
SAOP[6]では，図1が示すように交渉に参加した
エージェントが順番にBidの提案(Offer)と承諾
(Accept)を繰り返し，ある提案が提案者以外に合
意された場合に交渉終了する．

図1:Stacked Alternating Offers Protocol (SAOP)

3. 情報公開量を考慮した交渉プロトコル
3.1 交渉における情報公開量
本研究で提案する新しい指標は以下の2つの仮定
に基づいている．
- 交渉においてプライバシー情報は各交渉参加
者の効用情報とする．
- 広く知られている手法で予測可能な情報は既
に公開されている情報と同義である．
上記より，新しく提案する交渉中に公開されるプ
ライバシー情報量に関する指標は各エージェント
の予測効用関数の予測精度により決定する．この
指標において，効用関数の予測手法はすでに多く
のエージェント戦略で用いられている提案頻度に
基づく予測手法[7,8]を対象とする．提案頻度に基
づく予測手法は，より多く提案される内容は提案
者にとってより高評価であるという仮定に基づい
た容易に利用可能な効用関数予測手法である．
Iを交渉シナリオにおける論点集合, Viを論点 i 内

の選択肢集合, eval(v)を選択肢 v の評価値,
Estimated(v) を選択肢 v の予測評価値, Ni を論点 i
内の選択肢数とした場合，エージェントの情報公
開量は以下の式で計算される．

情報公開量は予測効用関数と実際の効用関数の誤
差であるため，この値が低ければ対象のエージェ
ントは効用関数の予測に対して有用な情報をより
多く公開していることを示している．逆に情報公
開量の値が高ければ，対象のエージェントは効用
関数の予測に対して有用な情報をあまり公開して
いないことを示している．なお，効用関数の予測
誤差を算出するためには正解値を把握する必要が
あるが，エージェントの効用関数の把握及び予測
誤差の算出は中立的な立場であるメディエータが
実施することを想定している．そのため，エージ
ェントは提出した個人情報である効用関数の悪用
を心配する必要はない．

3.2 情報公開量に基づいた提案順調整
提案手法では，エージェントの提案回数は情報公
開量によって，個人情報である効用関数の予測に
有用な情報の公開量が少ないエージェントに対し
てより多くの提案させることで情報の公開を促
す． 以下に提案順調整による提案エージェント
の決定のアルゴリズムを示す．

最初に，提案指標である効用関数予測精度に基づ
いた情報公開量を交渉に参加する各エージェント
について算出する．提案指標の値が高ければ対象
のエージェントは重要な情報をあまり公開してい
ないことを示す．次に，算出されたエージェント
ごとの情報公開量を示す提案指標を全エージェン
ト合計で1になるように正規化する．最後に，次
の提案時に対象となるエージェントを正規化した
提案指標にもとづいて決定する．
本手法では，提案指標は値が高いほど重要情報の

公開量が少ないため，正規化された値をエージェ
ントの提案確率に用いることで情報公開が少ない
エージェントに対して提案回数を増加させ，情報
公開を促すことが可能になる．

4.評価実験
4.1 提案手法の各エージェントへの影響
エージェント間での個人情報の公開量が公平でな
い場合に，提案プロトコルが各エージェントの個
人効用に与える影響を検証する必要がある．個人
情報の公開量と個人効用への影響を検証するた
め，検証用エージェントを作成した．検証用エー
ジェントは提案手法である情報公開量と交渉中の
個人情報の公開量に関する先行手法[3,4]である公
開範囲のそれぞれを調整するように提案Bidを作
成する．以下に，提案Bid作成のアルゴリズムの
詳細を示す．

ントの組み合わせで実施した．
パターン1: 個人情報を公開1体 + 個人情報を
非公開2体
パターン2: 個人情報を公開1体 + 個人情報を
非公開2体
パターン3: 個人情報を公開3体
パターン4: 個人情報を非公開3体
表1に上記の各パターンにおける各エージェント
の個人効用値, 情報公開量, 公開範囲のエージェン
ト間の差を示す標準偏差の20回分の平均値を示
す．提案手法である情報公開量ならびに既存手法
の公開範囲はパターン1,2ではエージェント間で
差が存在するのに対して，パターン3,4では明ら
かにパターン1,2より差が小さいことから，提案
手法の個人情報公開量の調整が正しく機能してい
ることが確認できる．また，パターン3,4ではエ
ージェント間の個人効用値にほとんど差が存在し
ないのに対して，パターン1,2では数%の差が存在
していることから，共通の譲歩関数を用いたエー
ジェントであっても個人情報の公開量に差がある
場合は得られる個人効用値にも影響する．
表1: 各指標の標準偏差の平均（20回分）
個人効用
提案指標
既存指標
0.4575
0.04885
パターン1 0.01647
0.02236
0.4956
0.05929
パターン2
0.02858
0.0002306
パターン3 0.002753
0.001151
0.001390
0.0001885
パターン4

まず，基準効用値付近の効用を持つBidを複数個
作成する．その後，作成したBidの情報公開量に
より昇順もしくは降順にソートする．個人情報を
公開するようにBidを作成する場合は昇順に，公
開しないようにBidを作成する場合には降順にソ
ートする．その後，ソートしたBidリストを走査
し，公開する場合は今までに未提案のBid，非公
開の場合は既提案のBidを選択する．提案Bid作成
時の基準効用値は譲歩関数によって算出される．
交渉の経過時間をtと表現した場合の検証用エー
ジェントの譲歩関数は (基準効用値) = 1.0 – t とな
る．個人情報を公開する場合，しない場合，とも
に共通の譲歩関数を用いることで，純粋に個人情
報公開量が個人効用値に及ぼす影響を検証するこ
とが可能となる．
交渉中の個人情報公開量の差による個人効用値へ
の影響検証のための交渉実験は，以下のエージェ

4.2 理想的エージェントでの提案手法の有効性
本研究にて提案している交渉プロトコルは，効用
関数予測誤差をもとにした情報公開量を示す指標
を基準としている．提案プロトコルが対象とする
交渉エージェントは，Bidの提案を通して個人情
報を公開する．つまり，提案すればするほど効用
関数の予測精度が向上するようBidを提案する．
しかし，既存の自動交渉戦略は提案するに従って
効用関数予測精度が向上するとは限らない．以上
から，提案する自動交渉プロトコルに対して理想
的な行動をとるエージェントによる有効性の検証
が必要となる．
提案プロトコルの有効性を検証するため，検証用
のエージェントを作成した．検証用エージェント
は以下のように提案手法である情報公開量のみを
調整するように提案Bid作成を実施する．以下
に，検証用エージェントを示す．

-

まず，基準効用値付近の効用を持つBidを複数個
作成する．その後，作成したBidの情報公開量に
より昇順にソートする．交渉は3エージェントで
実施するため，情報公開量は積極的に値を小さく
する場合と大きくする場合，そしてその中間の3
パターンに調整する．積極的に情報公開を少なく
する場合には昇順ソート後のBidリストの先頭Bid
を，逆に情報公開を多く調整する場合にはリスト
の最後尾Bidを，中間の場合にはリストの中央の
Bidを選択する．
提案作成の基準効用を示す譲歩関数は既存の交渉
戦略を活用する．具体的には， Kawaguchiらの二
者間自動交渉戦略を三者間に拡張した譲歩関数を
用いる[9]．検証実験では，提案順調整の有無によ
るエージェント間の情報公開量の差の変化をエー
ジェント間の情報公開量の差の標準偏差における
20回分の平均値を比較する．
図2より積極的に情報公開するエージェントと中
間のエージェントの情報公開量の値はほぼ同等で
あるが，情報公開しないエージェントの値は若干
減少しており，個人情報の公開量の増加がみられ
る．以上から，提案手法にとって理想的な戦略を
とるエージェントによる検証では，提案手法はエ
ージェント間の個人情報公開量の公平性の改善に
有効であることが示された．

4.3 最新の自動交渉戦略とのトーナメント対戦
提案手法であるエージェント間の個人情報公開量
を考慮した自動交渉プロトコルを評価するため，
ANAC2016[10]にて提案された最新の自動交渉戦
略によるトーナメント対戦における交渉シミュレ
ーション実験を実施する．
評価実験の具体的な設定を以下に示す．
- 実験方法 : 総当り戦
- エージェント数 : 6体 (ANAC2016の上位1〜6
位: Caduceus, YXAgent, ParsCat, Farma,
MyAgent, Atlas3)
- 交渉シナリオ : party_domainシナリオ (プロフ
ァイル1〜6)
- 交渉制限時間 : 180秒

図2: 検証用エージェントの提案順調整の有無に
よる情報公開量の値の変化
効用割引係数: 1.0
留保価格 : 0
総当りの繰り返し回数 : 20回
提案手法の利用パターン: 3パターン(提案順
調整あり(基準: 情報公開量), 提案順調整あり
(基準: 公開範囲), 提案順調整なし)
本実験では，提案手法である情報公開量, 既存手
法の公開範囲と獲得した個人効用値を比較する．
「提案順調整あり(情報公開量)」は提案手法であ
る提案順調整を利用し基準指標が提案指標である
情報公開量である．「提案順調整あり(公開範
囲)」は基準指標として公開範囲を利用した場
合，「提案順調整なし」は提案順調整自体を実施
しない場合を示す．
図3に情報公開量の標準偏差の総当り20回分の平
均値を示す．情報公開量の提案順調整を基準とし
た場合，各エージェントの情報公開量の標準偏差
が明らかに減少している．しかし，公開範囲を基
準とした場合には逆に公平性が悪化してしまい，
情報公開量の値の公平性を改善するためには公開
範囲を提案順調整の基準とすることは適していな
い．この理由は，公開範囲は全Bidに対する提案
済Bidの単純な割合であるために効用関数の予測
に影響を与える情報かどうかは考慮していないか
らである．以上から，提案手法である情報公開量
ならびに提案順調整を導入した自動交渉プロトコ
ルは，プライバシー情報の公開量の公平性の改善
-

図3:情報公開量の標準偏差の平均値
(エラーバーは標準偏差)
に成功した．
図4に公開範囲の標準偏差の総当り20回分の平均
値を示す．公開範囲自身を基準とした場合，エー
ジェント間の公開範囲の標準偏差は大きく減少し
ている．また，公開範囲を基準とした場合よりも
改善量は小さいが，提案指標である情報公開量を
基準とした場合にも公開範囲が示す個人情報の公
開量の公平性は改善している．これは，公開範囲
を提案順調整の基準とした場合には情報公開量の
公平性が悪化してしまったこととは逆の傾向であ
る．以上から，提案順調整の基準には既存指標で
ある公開範囲ではなく提案指標である情報公開量
を採用することが，交渉中の個人情報の公開量の
公平性改善に有効である．

図4:公開範囲の標準偏差の平均値
(エラーバーは標準偏差)

図5:各エージェントの個人効用の平均値
(エラーバーは標準偏差)

図6:各エージェントの社会的余剰の平均値
(エラーバーは標準偏差)
図5と図6に各エージェントの獲得した個人効用と
社会的余剰の総当り20回分の平均値をそれぞれ示
す．提案順調整の基準によらず，個人効用および
社会的余剰が提案順調整によって悪化した．個人
効用および社会的余剰が減少してしまった理由と
しては，提案順調整によってエージェントごとに
提案回数を変化させることは個人情報の公開量の
公平性改善には有効であったが，提案回数が不公
平になったことが考えられる．特に，公開範囲を
提案順調整の基準とした場合には，明らかにエー
ジェント間で提案回数が公平ではない．思考時間
が長いために提案回数が少なくなりがちな
Caduceusの提案回数が倍以上になっているだけで
なく，公開範囲が示す個人情報の公開量が多かっ
たYXAgentとParsCatは提案回数が25%程度となっ
た．
一方，提案指標である情報公開量を基準とした提

案順調整の場合には，提案回数は変化している
が，元々の提案回数からの乖離はそこまで大きく
なく，個人効用, 社会的余剰に関しても公開範囲
を基準とした場合より小さい．以上から，交渉の
効率低下の原因は提案回数の公平性の変化であ
り，提案回数の公平性への影響が小さい提案指標
の情報公開量を提案順調整の基準にすることが適
している．

[4] Katsuhide Fujita, Takayuki Ito, and Mark Klein. A
preliminary result on a representative-based multiround protocol for multi-issue negotiations. In 7th
International Joint Conference on Autonomous
Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2008),
pp. 1573–1576, 2008.
[5] Hiroyuki Shinohara and Katsuhide Fujita.
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for Multilateral Closed Negotiation. The 20th
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protocols for multilateral negotiation. Modern

本研究では，交渉中のプライバシー情報の公開に
関する新しい指標である情報公開量と，提案指標
を基準としてエージェントの提案回数を調整する
提案順調整手法を提案した．シミュレーション実
験の結果，提案指標を基準とした提案順調整によ
り各エージェントの個人情報の公開量の公平性が
改善していることが明らかになった．
今後の課題として，提案手法による交渉の効率低
下への対策や非協調エージェントが意図的に個人
情報を公開しない場合への対応が考えられる．
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