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はじめに
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ؼ年 ，イン ターネッ トの急 速な普 及により ，航空 券や
宿泊 施০， イベン トチケ ット 等，予 約シス テムが ，Web
を介 して一般 ユーザ に、直 接利用さ れるよ うになっ てき
てい る．今後 ，さら に小֩ 模な組織 である 町内会に おけ
る公 民պや， 大学で のサー クルや個 人レベ ルでも， 様々
な施 ০等の予 約シス テムが 利用され るよう になると 想定
される．
しか し，こ れらの予 約シス テムの 殆どは， 基本的 に先
着順 であり， 予約す るユー ザ側の意 図の強 さや，予 約を
受け る側で考 慮した い優先 度など， いわゆ る「融通 が利
かな い」とい う問題 点もあ る．融通 を利か せること によ
り， 予約の意 味がな くなる という考 え方も あるが， 著者
らは ，特に小 ֩模な 予約シ ステムに おいて は，柔ఫ に対
応で きる「や わらか い施০ 予約シス テム」 が必要で ある
と考える．
本稿 では， まず大学 のサー クルに おける施 ০予約 を例
に「 やわらか い施০ 予約シ ステムの 必要性 」につい て述
べる ．次に， 本研究 で想定 されるӀ 題とし て，勝手 に予
約内 容を変更 された 時に発 生する不 合理感 ，不公平 感の
問題 がある． それを ӕ決す る運用手 法とし て，奉仕 活動
時に発 行する地域通 貨[1][2]を用いる ことを提案す る．ま
た， 本提案の 地域通 貨機能 を実装し た施০ 予約シス テム
のプ ロトタイ プを০ ڐした ので，そ の概要 について 紹介
する．
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提案手法

我々は 2章で述 べた問題 について ，図1に 示すモデ ルに
よるӕ決方法を提案する．
1) 施০予約の問題についてのӕ決方法
施০ 予約の 問題に対 し，イ ンター ネットオ ークシ ョン
形式[3][4] を用いた施০ 予約を行うこ とでӕ決する ．これ
によ りユーザ の緊急 度や優 先度を， ユーザ 自身が入 札額
で表 すことに より、 ユーザ 意図を反 映させ ることが 可能
とな る．イ ンター ネット オー クショ ンの落 札はWeb 上で
自動 的に行わ れるた め，予 約決定の 度に集 会を開く 必要
がなくなる．
2) 組織運営の問題についてのӕ決方法
ؼ年 ，ボラ ンティア 活動を 活性化 する方法 として 地域
通貨が有効であることが知られている[1]．このことから，
運営 活動に対 する報 ࢤとし て組織か らユー ザへ地域 通貨
を発 行するこ とにし た．発 行された 地域通 貨は組織 内で
のユ ーザの奉 仕活動 に支払 われ，施 ০予約 のオーク ショ
ン時 に利用で きるよ うにし ，ユーザ の運営 活動への ボラ
ンティア意ࡀを向上させる．

やわらかい施০予約システムの必要性

例え ば岩手 県立大学 の軽音 楽で は，組織 が管理 する
施০ として 室があ り，タ イムテー ブルに 区切り， 室
を練習スタジオ として使用している．また ，月1回の月例
ライ ブを学内 で企画 してお り，その 度に会 場০営等 の仕
事が 発生する ．しか し，こ の組織の 運営に おいては 以下
のような問題点があった．
図1：提案手法のモデル
1) 施০予約の問題点
室予約は毎 週1回開かれる会中に行 うが，会では
室 予約に費 やす時 間の割 合が大き く効率 が悪い． 室
予約 は話し合 いで決 まるた め，内 の人間 関係の影 を
少なからず受ける．
2) 組織運営の問題点
月例 ライブ 毎に発生 する仕 事の配 分を公平 にする 事が
難し い．員 のサー クルへ の貢献度 を考慮 した運営 体制
が確 立できて いない ．この ためボラ ンティ ア意ࡀの ݗい
員にもいずれ不満が蓄積されてゆく．
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プロトタイプシステム

我々 は前述 の提案内 容を実 現する ための情 報シス テム
を開発する．3 章で述べた提案手法に基づ き，プロトタイ
プと して本学 軽音楽 の施 ০予約シ ステム の実装を 行っ
た．
4.1 利用条件
シス テム利 用の対象 となる ユーザ 数は本学 サーク ルの
֩模を想定し30名，グループ数6組程度と し，施০の利用
時間帯は16時か ら21時，この間を1時間区 切りのタイムテ
ーブルで割り当てることにした．
4.2 システムの構成
図2にシ ステム構成を示す ．学内にWebサーバ とデータ
ベー スを০ 置し，利 用者は 学内LANまたはイ ンター ネッ
トで 利用可能 となっ ている ．開発環 境とし て，サー バに
は MacOS10.2.3 上でWebサーバとして Apache-1.3.27 を，
DB MSとして PostgreSQL-7.2.3 を利用し，施০予約システ
ム分を PHP-4.3.0R C3 を使用して記述した．クライアン
トにはWWWブラウザを搭載した一般的なPCを使用する．
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4.4 動作結果と評価
地域 通貨を 用いたイ ンター ネット オークシ ョン形 式で
の施 ০予約シ ステム の主な 機能を実 装し動 作確認を 行っ
た． 図３は施 ০予約 サービ スの利用 画面例 である． 現在
未完成分があるため全体的な評価は完了していないが，
早期に完成させて運用を行う予定である．
4.5 システム運用の流れ
本シ ステム は以下の プロセ スを繰 りඉすこ とによ って
運用する．
1) ユー ザは毎月 ֩定額の “イオ ン”を運 営組織か ら支
給される．
図２：システム構成

2) ユー ザは運営 組織で発 生する 仕事（ラ イブのポ スタ
ー作成， 機材運搬，会場 ০営等）を行い， その報ࢤ
として一定の“イオン”を受け取る．

4.3 システムの機能
本シ ステ ムで は以 下の 3つ の機 能を 有す る． 各機 能は
Web ア プ リ ケ ー シ ョ ン と し て 提 供 さ れ る ． ユ ー ザ は
WWWブ ラウ ザを 介して 目的 の機 能に該 当す るUR Lにア
クセスすることによってシステムを利用する．

3) ユー ザは手持 ちの“イ オン” を使用し て希望時 間帯
の入札を 行う．なお，入 札締め切り前なら いつでも
入札額の変更可能である

1) 施০予約サービス
ユー ザは地 域通貨を 利用し て施০ の希望使 用時間 帯に
入札額を添えて 予約する．入札期間は該当 時間帯の2週間
前から始まり1 週間前に締め切る．入札の 締め切り時に最
ݗ額 を提示し ている 入札者 が落札者 となり ，その時 間帯
の予約者となる．
2) 地域通貨管理サービス
全て のユー ザの手持 ち地域 通貨を 記憶して いる地 域通
貨DB の管理 と地域通貨の発行 や回収を行う．地 域通貨の
単位 は”イ オン” とした ．また， 各ユー ザの地 域通貨 を統
合し て結成さ れたグ ループ での入札 は，個 人の場合 に比
べて ݗ値での 入札が 可能な ので有利 となる 仕組みと なっ
ている．
3) ユーザ管理サービス
ユーザDB ではユーザIDとパ スワード管理する ．ユーザ
はア クセス権 に応じ て情報 のѡ覧， 更新が 可能であ る．
また ，複数の ユーザ により グループ （軽音 楽内で はバ
ンド）として登することもできる．

4) 入札締 め切りの時点での 最ݗ額を入札して いたユー
ザが落札者となりその時間帯の予約者となる．
5) システ ムによって落札者 の口座から入札額 分の“イ
オン”が運営組織にඉ還される．
以上 により ，単なる 先着順 であっ た従来の 予約シ ステ
ムに 比べ，ユ ーザの 意図を 反映させ た予約 が可能と なる
利点 が生まれ る．但 し，予 約決定後 の急な 予約の変 更方
法については，今後検討する必要がある．
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まとめ

本稿 では， ユーザの 意図を 反映し ，奉仕活 動への 配慮
も取 り入れた 「柔ら かい施 ০予約シ ステム 」につい て提
案した．
今後 ，シス テムの実 装，評 価を完 結し，実 運用を 通じ
てシステムのӀ題抽出を行う予定である．
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図3：実行画面例
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