応用技術部会 Web サービスＷＧ

１１月２７日の応用技術部会ＷＧにて TravelXML の特徴である在庫取引を取り入れたデモシナリオとする事

技術実証ラベンダシナリオ
2004.1.9

村垣

応用技術部会のＷｅｂサービス技術実証デモでセキュリティとビジネストランザクションを扱うシナリオとし
て TravelXML を使用したシナリオを提示する。

を決定しました。このため、在庫取引を前提としたデモシナリオに修正しました。
２．デモの概要
TravelXML のデモ対象モデル

１．ＴｒｖｅｌＸＭＬについて
Web サービスの応用事例として良く引き合いに出されるモデルとして旅行予約取引があります。しかし、それ

航空座席やホテル・観光地等の旅行素材を仕入れ、旅

らは旅行会社を通して航空機座席やホテルを予約するものであり、旅行会社は予約の代行業務を行っているにす

行商品として組み立て旅行代理店に販売する会社

ぎません。日本でも出張する場合などはこの形態ですが、欧米の旅行会社はこのような取引を行う場合が殆どで
す。
旅行業者

航空会社

（ホールセラー）
企画商品取引

旅行代理店

宿泊在庫取引

旅行会社
旅行代理店
鉄道会社

ホテル

Web サービスによる旅行取引の応用モデル

宿泊施設
インターネット

（リテーラー）

（ホテル、旅館）

ホールセラーから仕入れた旅行

宿泊設備を持ち、旅行

商品を委託販売する会社

素材として提供する

旅行商品については具体的に以下のような構成を考えています。東京又は大阪発の北海道周遊旅行です。
列車でも航空機でも組み合わせが可能であり、北海道周遊なら２泊・３泊以上の旅行が企画しやすいと思います。

日本には団体で旅行するパッケージツアーの旅行形態がありますが、上記モデルではこうした取引を行うこと
が出来ません。TravelXML はＸＭＬコンソーシアムが日本旅行業協会（JATA）と協力して、日本独自の商形態

ホールセラーは東京発か大阪発か又は両方を扱います。宿泊施設希望に合わせて宿泊地域を増やします。リテー
ラーは適当に地域を想定します。

である旅行企画商品（パッケージツアー）についての企業間での取引を、旅行業者を中心に旅行代理店、宿泊施
設、航空機会社等を連携する為の取引メッセージとして XML 標準化したものです。今後は列車予約、決済業務

【北海道】

の他、施設情報、観光情報等を含める事を検討しています。
小樽

TravelXML では、メッセージとしての XML 標準のみで、そのシステム間の通信モデル等には言及していませ
ん。これを Web サービス等を使用してシステムとして実際に構築することに意味があります。また、単に情報の

札幌
函館

参照連携ではなく、インターネット上で複数システムを連携して予約業務や変更、取り消しによるビジネス業務

知床
釧路

を行う取引があり、セキュリティやビジネストランザクションの実証モデルに適すると考えます。
今回のデモでは旅行業者、旅行代理店、宿泊機関の取引に範囲を限定します。
東京発か大阪発で列車又は
航空機と宿泊を組み合わせ
大阪発
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て商品とする

東京発

３．デモシステムの構成

３．３

３．１

１）ホールセラーは、在庫を持つ宿泊施設を決めて契約する。
（オフライン）

デモ機器構成
宿泊施設
札幌

ＵＤＤＩ
リテーラー
Ａ

デモシナリオ

２）ホールセラーは、リテーラーと系列の契約をする。（オフライン）
３）デモに使用する一定の期間を設定する。（例えば

2004/4/29〜5/5 のＧＷ等）

４）ホールセラーは契約した宿泊施設から期間中の宿泊在庫を確保する。
宿泊施設
札幌

インターネット

リテーラー
Ｂ

５）ホールセラーは確保した宿泊在庫に航空座席や鉄道座席を組み合わせて企画商品を作成し、リテーラーに販
売委託する。

（ＬＡＮ）
宿泊施設
函館

リテーラー
Ｃ

６）リテーラーはＷｅｂ等の方法で各企画商品を検索・選択し、予約可能な仕掛けを持つ。ホールセラー毎に並
べたり、各社を比較させたりは自由。リテーラー各社の違いが出せれば尚良い。
７）リテーラーから予約要求を受けたホールセラーは在庫から予約分を割り当て、宿泊施設に在庫使用報告を行

ホールセラー
大阪

ホールセラー
東京

宿泊施設
小樽

う。
８）予約数に対し在庫が不足する場合、ホールセラーは宿泊施設に対して予約増分要求を行い在庫を確保する。
それでも不足する場合は、在庫取引契約の無い宿泊施設に予約要求を行う。

３．２

デモにおける役割

（１）宿泊施設の役割

３．４

・ 一定の数の部屋を資源として持ち、カレンダー日付による管理をする。

１）ＵＤＤＩとは何か

・ 部屋にはタイプ（洋室／和室、２人部屋／３人部屋／４人部屋）属性を持ち、それぞれのタイプ毎に部屋数
を持つ。

ＪＡＴＡとのレビューによる指摘

→Ｗｅｂサービスを提供する各サイト情報を検索するためのサービスサイト。
２）最初の在庫増室処理は何のためか。

・ 宿泊部屋に対して夕食と朝食をセットして商品とする。

→現実社会では行われないと思うが、デモを行う上で宿泊施設とホールセラーの在庫数を一致させる為にこ

・ 特長となる情報を持つ。（施設の写真、料理の紹介、温泉、プール、レストラン、カラオケ、ライブショウ、

の処理を行うようにした。
３）在庫増室回答のＮＡは Not Available の略記。予約要求に対する回答の WL は Wait List の略記であるが、

エステ、スポーツジム、暗号化キー等）

ＷＬを返すことはない。ＵＣを返すのが正しい。ＵＣは Unable Confirm の略記。
（２）ホールセラーの役割

→了解。ＵＣは仕様書に無いので追加の修正を依頼する。

・ 宿泊施設から部屋在庫として部屋を仕入れて確保する。

４）現実にはホールセラーが在庫取引のない宿泊施設にリクエスト通知で予約を要求することは考えられない。

・ ホールセラーは企画商品構成のために独自に航空座席や列車座席の在庫を持つ。

あり得るのは電話で仕入れ値等の条件を交渉する場合なのでこのような取引は無理。

・ 部屋宿泊に航空座席、列車座席と組み合わせて旅行商品を企画・作成する。

→了解。このケースを削除する。

・ 旅行商品をリテーラーに販売委託する。

５）宿泊施設から他のホールセラーに在庫減室要求して部屋を確保するケースはあり得る。
（但し現実は電話交渉

・ ホールセラーはリテーラーに企画商品情報を提供する。

等）。この処理が出来る場合、宿泊施設のメリットが大きい。
６）変更連絡で予約を変更する場合、対象の項目が多くて大変である。もしデモでやりたければ変更出来る項目

（３）リテーラーの役割

を限定したほうが良い。

・ ホールセラーから委託を受けた旅行商品を検索やパンフレット化して表示する。

→了解。デモで使う項目を限定することで検討する。

・ 宿泊施設情報はＵＤＤＩを利用し、宿泊施設の提供する情報を参照する。
・ 追加料理やエステ等の予約を希望する場合は特記事項とする。現地払いとする。
・ クレジットカード情報にセキュリティを使用する。

７）取消連絡は予約の全取消としなければ変更と同じように大変になる。
→デモでは予約の全取消に限定する。
８）リテーラーから宿泊だけ予約するケースは、決済／精算する仕掛けが無いので現実には実現できない。
→リクエスト通知を利用するケースが無い。新しい取引ケースの提案等の形でデモ出来ないか検討する。

（４）ＵＤＤＩの役割
・ 宿泊施設やホールセラーの情報を持ち検索する。
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リテーラー

サービス名：Wholesaler From Retailer Service

ホールセラー

Operation 名：
予約要求 "booking"
input "Booking Request"
output "Booking Response"
予約内容照会 "booking Data Inquiry"
input "Booking Data Inquiry Request"
output "Booking Data Inquiry Response"
変更連絡 "modification Notice"
input "Modification Notice Request"
output "Modification Notice Response"
取消連絡 "cancellation Notice">
input "Cancellation Notice Request"
Output "Cancellation Notice Response"
Operation：
パッケージ商品情報要求 "Pack Information"
input "Pack Information Request"
output "Pack Information Response"

宿泊施設

サービス名：Wholesaler From Accommodation Service

ホールセラー

Operation 名：
在庫増室要求 "increase"
input "Increase Request"
output "Increase Response"
在庫減室要求 "decrease">
input "Decrease Request"
output "Decrease Response"

ホールセラー

サービス名：Accommodation From Wholesaler Service

宿泊施設

Operation 名：
在庫からの予約通知連絡 "allotment Booking Report"
input "Allotment Booking Report Request"
output "Allotment Booking Report Response"
在庫増室要求 "increase"
input "Increase Request"
output "Increase Response"

リテーラー

サービス名：Accommodation From Retailer Service
Operation：
施設情報要求 " Accommodation Information"
input " Accommodation Information Request"
output " Accommodation Information Response"
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宿泊施設

リテーラー

ホールセラーA Ｂ

宿泊施設

在庫を依頼するホールセラー毎の
在庫数を設定し各ホールセラー毎に

在庫設定

在庫増室要求を行う。

在庫増室要求作成
Increase Request

在庫増室要求受付

在庫変更

在庫増室回答
(OK)作成
Increase Response
在庫増室回答受領

在庫割当変更

在庫状態
表示
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リテーラー

ホールセラーA

宿泊施設

TravelXML には含ま
旅行商品検

れないが今回のデモ

索要求

用に独自に追加した
機能

旅行商品情報検索要求
作成

系列など検索可能な各ホ
ールセラーに要求

Pack Information Request

旅行商品情報検索要求
受付

商品情報検索

旅行商品情報検索回答
作成
Pack

Information

旅行商品情報検索
回答受付

検索結果編集

商品情報に関係する宿泊
施設情報取得要求

施設に対して要求

作成

Accommodation Information Request

施設情報取得要求受付

施設情報編集

施設情報取得回答作成

Accommodation

Information

施設情報取得回答受付

旅行商品検
索結果表示
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リテーラー

ホールセラーA

宿泊施設

予約受付

予約要求作成
Booking

予約要求受付

不足
在庫確認
有 り

在庫増室要求作成
Increase Request

在庫増室要求受付

不足

他社在庫有り
在庫割確認
有 り
ホールセラーＢ

在庫減室要求作成
Decrease Request

在庫減室要求受付

在庫変更

在庫増室回答
(NA)作成

在庫減室回答作成
Decrease Response
在庫割当変更

在庫増室回答
(OK)作成

Increase Response
在庫増室回答受領

NA
在庫増室
OK
在庫変更
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リテーラー

ホールセラーA

宿泊施設

予約要求に対する回答
(OK)作成

予約要求に対する回答
（ＵＣ）作成
Booking Response
予約要求に対する
回答受領
在庫からの予約通知連絡
（予約通知）作成
予約結果
Allotment Booking
Report Request

在庫からの予約通知連絡
（予約通知）受領

予約通知情報登録

在庫からの予約通知受取確
認（予約通知）作成
Allotment Booking
Report Response
在庫からの予約通知受取確
認（予約通知）受領

ルセラー
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リテーラー

ホールセラーA

予約内容照会

予約内容照会作成

Booking

Data

Inquiry Request
予約内容照会受領

予約情報検索

予約内容照会に対する
回答作成

Booking

Data

Inquiry Response

予約内容照会に対す
る回答受領

予約内容照会
結果
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宿泊施設

リテーラー

ホールセラーA

宿泊施設

予約変更

変更連絡作成

Modification
Notice Request
変更連絡受領

予約情報変更

変更連絡に対する回
答作成

Modification
Notice Response
在庫からの予約通知
連絡（変更）作成

変更連絡に対する回
答受領

Allotment Booking
Report Request
予約変更結果

在庫からの予約通知
連絡（変更）受領

予約情報変更

在庫からの予約通知
受取確認（変更）作

Allotment Booking
Report Response

在庫からの予約通知受取
確認（変更）受領
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リテーラー

ホールセラーA

宿泊施設

予約取消

取消連絡（全取消）
作成

Cancellation
Notice Request
取消連絡（全取消）

予約取消

取消連絡に対する回
答

Modification
Notice Response
在庫からの予約通知
連絡（取消）

取消連絡に対する回
答受領

Allotment Booking
Report Request

予約取消結果

在庫からの予約通知連絡
（取消）受領

予約取消

在庫からの予約通知受取
確認（取消）作成

Allotment Booking
Report Response

在庫からの予約通知受取
確認（取消）受領
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