
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  旅行商品の予約の管理を行うホストコン
ピュータ（以下、「ホスト」という）と、前記ホストに
接続されたサーバと、前記サーバとインターネット回線
を介して通信可能な端末とを備え、旅行商品の予約を行
う旅行業者用旅行商品予約システムであって、
前記端末に接続され、該端末から送信された印字データ
を印字する発券装置を備え、
前記ホストは、旅行商品の予約の管理に加えて発券の管
理を行い、前記端末からの前記サーバを介した指示に基
づき発券データを作成して、前記サーバに送信し、
前記サーバは、この発券データを該サーバ内のデータベ
ースに蓄積し、
前記端末は、ユーザから発券の指示を受け付けた際に、
インターネット回線を介して前記サーバ内のデータベー

スから発券データを読み込んで、この発券データに基づ
いて編集した印字データを前記発券装置に送信し、
前記サーバに蓄積された発券データ及び前記端末に読み
込まれた発券データには、共に各発券データ毎の発券状
態の管理情報が含まれており、
前記端末は、前記発券装置による印字の結果に応じて、
前記端末側及び前記サーバ側の発券状態の管理情報を更
新し、
前記サーバが、前記端末からの指示に応じて、前記サー
バ側の発券データのうち、発券状態の管理情報が発券中
になっている発券データについての発券状態の管理情報
を、前記端末側の発券状態の管理情報に合わせて再度更
新すると共に、
前記端末は、発券画面の制御用のプログラムと、発券装
置制御用のプログラムとを有し、
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前記発券装置制御用のプログラムは、前記発券画面の制
御用のプログラムから送信された印字データについての
発券結果のメッセージを前記発券画面の制御用のプログ
ラムに返し、
前記発券装置制御用のプログラムは、ユーザから該当の
発券データの発券指示を受け付けた後に、前記発券装置
と前記端末との間における通信回線障害が発生して印字
処理が異常終了した場合に、券が出力されたか否か不定
の状態であることを示す発券結果のメッセージを前記発
券画面の制御用のプログラムに返し、
前記発券画面の制御用のプログラムは、前記不定の状態
であることを示す発券結果のメッセージを受信したとき
に、前記端末側及び前記サーバ側における該当の発券デ
ータの発券状態の管理情報を、券が出力されたか否か不
定であることを示す「不定」の内容に書き換え、
前記発券画面の制御用のプログラムは、ユーザから発券
データの発券指示を受け付けたときに、前記サーバ側に
おける該当の発券データの発券状態の管理情報を参照し
て、この管理情報が「不定」の内容である場合は、該当
の発券データに対応した印字データの出力を許可しない
ようにしたことを特徴とする旅行業者用旅行商品予約シ
ステム。
【請求項２】  前記端末がインターネット回線を介して
前記サーバ内のデータベースから読み込む発券データ
は、暗号化されていることを特徴とする請求項１に記載
の旅行業者用旅行商品予約システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、旅行代理店等に配
された端末から旅行商品の予約を行う旅行業者用旅行商
品予約システム及び旅行商品予約方法に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】従来、主催旅行の場合、大手旅行業者に
より企画・開発された旅行商品は、主に当該大手旅行業
者によって販売されるが、これら大手旅行業者と委託販
売契約をした中小の旅行業者（旅行代理店）によっても
販売されることが多い。このように旅行商品の販売は、
旅行商品の開発・販売元の大手旅行業者と委託・受託販
売契約先の旅行代理店とが関連しているため、従来は大
手旅行業者と有力旅行代理店との間に専用回線を結び、
旅行代理店に配された専用端末から専用回線を介してホ
ストにアクセスすることにより、旅行代理店から大手旅
行業者への旅行商品の予約や、旅行商品に関するクーポ
ン券等の発券を行っていた。また、専用端末を設置して
いない旅行代理店は、主として電話連絡により大手旅行
業者に対する旅行商品の予約やクーポン券等の発券を行
っていた。また、旅行代理店に配された端末とサーバ間
をインターネット回線で結び、このサーバを介して端末
とホスト間の交信を行うことにより、旅行代理店から大

手旅行業者への旅行商品の予約を行うシステムが提案さ
れている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような従来の専用回線を介してホストに直接アクセスす
る予約・発券システムでは、回線の使用料が高く、しか
も、端末とホスト間の交信を可能にするための専用のプ
ログラムを開発して、この専用プログラムを組み込んだ
専用端末を使用する必要があるため、システムの導入に
要するコストが高いという問題があった。また、従来の
電話連絡により旅行商品の予約やクーポン券等の発券を
行う方法では、旅行商品の開発・販売元である大手旅行
業者側に常時電話対応のための要員が必要となり、予約
・発券業務に要するコストが高くなるという問題があっ
た。さらにまた、上記のようなサーバを介して端末とホ
スト間の交信を行う旅行商品予約システムでクーポン券
等の発券処理を行った場合には、クーポン券等の発券処
理の途中で通信異常等の障害が発生すると、発券処理が
どこまで済んだかをホスト側で把握できないため、クー
ポン券等を二重に発券してしまう可能性があった。ま
た、上記のいずれの方法により発券を行った場合にも、
大手旅行業者は、信用できない旅行代理店について、そ
の代理店の各月内の発券合計金額が発券限度額を超えた
か否かを目視によりチェックをかける必要があったた
め、大手旅行業者による各旅行代理店の管理に要する手
間が大きなものとなっていた。
【０００４】本発明は、上述した問題を解消するもので
あり、専用回線や専用端末を用いることなく旅行代理店
等に配された端末により旅行商品についてのクーポン券
等の発券を行うことができるようにして、システムの導
入や維持に要するコストを低減させることができ、しか
も、クーポン券等の発券処理の途中で障害が発生した場
合でも二重発券を防ぐことが可能な旅行業者用旅行商品
予約システム及び旅行商品予約方法を提供することを目
的とする。また、所定期間内における各旅行代理店の発
券合計金額が発券限度額を超えたか否かを自動的にチェ
ックして、このチェック結果に基づき各旅行代理店につ
いてのクーポン券等の発券の可否を判断することができ
るようにして、大手旅行業者による各旅行代理店の管理
を容易にすることが可能な旅行業者用旅行商品予約シス
テム及び旅行商品予約方法を提供することを目的とす
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項１の発明は、旅行商品の予約の管理を行うホ
ストコンピュータ（以下、「ホスト」という）と、ホス
トに接続されたサーバと、サーバとインターネット回線
を介して通信可能な端末とを備え、旅行商品の予約を行
う旅行業者用旅行商品予約システムであって、端末に接
続され、端末から送信された印字データを印字する発券
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装置を備え、ホストは、旅行商品の予約の管理に加えて
発券の管理を行い、端末からのサーバを介した指示に基
づき発券データを作成して、サーバに送信し、サーバ
は、この発券データをサーバ内のデータベースに蓄積
し、端末は、ユーザから発券の指示を受け付けた際に、
インターネット回線を介してサーバ内のデータベースか
ら発券データを読み込んで、この発券データに基づいて
編集した印字データを発券装置に送信し、サーバに蓄積
された発券データ及び端末に読み込まれた発券データに
は、共に各発券データ毎の発券状態の管理情報が含まれ
ており、端末は、発券装置による印字の結果に応じて、
端末側及びサーバ側の発券状態の管理情報を更新し、サ
ーバが、端末からの指示に応じて、サーバ側の発券デー
タのうち、発券状態の管理情報が発券中になっている発
券データについての発券状態の管理情報を、端末側の発
券状態の管理情報に合わせて再度更新すると共に、端末
は、発券画面の制御用のプログラムと、発券装置制御用
のプログラムとを有し、発券装置制御用のプログラム
は、発券画面の制御用のプログラムから送信された印字
データについての発券結果のメッセージを発券画面の制
御用のプログラムに返し、発券装置制御用のプログラム
は、ユーザから該当の発券データの発券指示を受け付け
た後に、発券装置と端末との間における通信回線障害が
発生して印字処理が異常終了した場合に、券が出力され
たか否か不定の状態であることを示す発券結果のメッセ
ージを発券画面の制御用のプログラムに返し、発券画面
の制御用のプログラムは、不定の状態であることを示す
発券結果のメッセージを受信したときに、端末側及びサ
ーバ側における該当の発券データの発券状態の管理情報
を、券が出力されたか否か不定であることを示す「不
定」の内容に書き換え、発券画面の制御用のプログラム
は、ユーザから発券データの発券指示を受け付けたとき
に、サーバ側における該当の発券データの発券状態の管
理情報を参照して、この管理情報が「不定」の内容であ
る場合は、該当の発券データに対応した印字データの出
力を許可しないようにしたものである。
【０００６】
【０００７】
【０００８】また、端末がインターネット回線を介して
サーバ内のデータベースから読み込む発券データは、暗
号化されていることが望ましい。
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態による
旅行業者用旅行商品予約システムについて図面を参照し
て説明する。図１に本実施形態による旅行業者用旅行商

品予約発券システム（以下、予約発券システムという）
１の構成を示す。この予約発券システム１は、大手旅行
業者のセンタ２に配されたセンタ側システム７と、予約
・発券業務を行う代理店（以下、予約・発券店舗とい
う）４に配された予約・発券店舗側システム８と、予約
業務のみを行う代理店（以下、予約専用店舗という）５
に配された予約端末２２とから構成される。予約・発券
店舗側システム８及び予約端末２２は、インターネット
回線３を介してセンタ側システム７と接続されている。
【００１５】センタ側システム７は、ホスト・ＦＥＰ１
１、ホストゲートウェイ（以下、ホストＧ／Ｗと略す）
１２、ＷＥＢサーバ１３、発券ＤＢサーバ１４及びルー
タ１５から構成され、これらの各装置はＬＡＮ１６によ
り接続されている。ホスト・ＦＥＰ１１は、旅行商品の
予約・発券業務の管理を行うホストコンピュータ（以
下、ホストという）とホストの処理の高速化を行うＦＥ
Ｐ（Front End Processor）とからなる。ホストＧ／Ｗ
１２は、ホスト・ＦＥＰ１１とＷＥＢサーバ１３との間
のインタフェース用のサーバであり、ＷＥＢサーバ１３
で使用しているデータとホスト・ＦＥＰ１１で使用して
いるデータとの間のデータ形式の変換等を行う。ＷＥＢ
サーバ１３は、予約・発券店舗側システム８から送信さ
れた予約又は発券の依頼電文をインターネット回線３を
介して受信して、その情報をホストＧ／Ｗ１２に送信す
る。また、発券ＤＢサーバ１４は、予約・発券店舗側シ
ステム８から依頼された内容に基づいてホストが作成し
た発券データをホストＧ／Ｗ１２を介して受け取り、こ
の発券データを内部のデータベースに格納する。上記の
ホストＧ／Ｗ１２、ＷＥＢサーバ１３及び発券ＤＢサー
バ１４の３種類のサーバを合わせたものが、請求項にお
けるサーバに相当する。また、ルータ１５は、センタ側
システム７のＬＡＮ１６と他のＬＡＮ（例えば、予約・
発券店舗側システム８のＬＡＮ２０）との相互接続を行
うためのものである。
【００１６】予約・発券店舗側システム８は、予約と発
券の両方の業務を行うことが可能な発券機制御端末１
７、発券機制御端末１７から送られた発券データの印字
を行う発券装置１８、予約業務のみを行うことが可能な
予約端末１９、及びセンタ側システム７のＬＡＮ１６と
接続するためのルータ２１から構成され、これらの各装
置間はＬＡＮ２０により接続されている。
【００１７】次に、図２を参照して上記の発券ＤＢサー
バ１４と発券機制御端末１７のハードウェア構成につい
て説明する。発券ＤＢサーバ１４は、内部に装置全体の
制御を行うＣＰＵ３１と、装置の起動時に各種のアプリ
ケーションをロードするためのメモリ３２と、ＣＤ－Ｒ
ＯＭドライブ３３と、ＦＤＤ（Floppy Disk Drive）３
４と、データＤＡＴ（Data Digital Audio Taperecorde
r）３５と、ディスク・アレイタイプのディスク３６
と、１０ＢＡＳＥ－Ｔ及び１００ＢＡＳＥ－Ｔの規格に
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対応したＬＡＮボード３７とを有している。また、発券
機制御端末１７は、一般のパーソナル・コンピュータで
あり、ＴＦＴモニタ又はＣＲＴ（以下、モニタと総称す
る）３８と、発券機制御端末１７全体の制御を行うＣＰ
Ｕ３９と、各種のアプリケーションをロードするための
メモリ４０と、ＣＤ－ＲＯＭドライブ４１と、ＦＤＤ４
２と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）４３と、１０ＢＡＳ
Ｅ－Ｔ及び１００ＢＡＳＥ－Ｔの規格に対応したＬＡＮ
ボード４４とからなる。
【００１８】次に、図３を参照して、センタ側システム
７側の３種類のサーバ１２～１４及び予約・発券店舗側
システム８側の発券機制御端末１７のソフトウェアの構
成について説明する。センタ側システム７のホストＧ／
Ｗ１２は、発券ＤＢ書き込みＡＰ（Application Progra
m）５０を含むホストシステム連動ミドルウェア５１、
サーバ用のツールであるミドルソフト５２、及びサーバ
用のＯＳ（例えば、マイクロソフト社のWindows NT 4.0
 Server）５３等を有している。また、ＷＥＢサーバ１
３は、発券機制御端末１７のモニタ上に発券情報の一覧
画面を表示するための発券データ一覧表示ＡＳＰ（Acti
ve Server Pages: ＷＥＢサーバスクリプト実行環境）
５４、発券ＤＢサーバ１４と通信するための発券ＤＢサ
ーバ通信ＡＳＰ５５、業務ＡＳＰ群５６、インターネッ
ト／イントラネットのサーバ用ツール（例えば、マイク
ロソフト社のInternet Information Server）５７、SQL
 ServerにアクセスするためのＯＤＢＣ５８、及びサー
バ用ＯＳ５３等を有している。また、発券ＤＢサーバ１
４は、発券ＤＢ６０との入出力を行うためのデータベー
ス・ツール（例えば、マイクロソフト社のSQL Server 
7.0）５９、及びサーバ用ＯＳ５３等を有している。
【００１９】予約・発券店舗側システム８側の発券機制
御端末１７は、ＷＥＢサーバ１３上のコンテンツ（マル
チメディア・アプリケーションを作成する際に必要な画
像や音等の素材と、マルチメディア・アプリケーション
自体と、マルチメディア・アプリケーションにより提供
されるサービスを含んだもの）を閲覧するためのＷＥＢ
ブラウザ６１、センタ側システム７からダウンロードさ
れた発券機制御端末１７内の各プログラムをリモート・
メンテナンスするためのリモメンＡＰ６２、発券ＤＢサ
ーバ１４と通信するための発券ＤＢサーバ通信ActiveX
（発券コンテンツ）６３、発券装置制御ＡＰ（発券プロ
セス）６４、及び予約業務等のアプリケーションである
ミドルソフト６５、及びクライアント用のＯＳ（例え
ば、マイクロソフト社のWindows NT 4.0 Workstation）
６２等を有している。また、予約端末１９は、ＷＥＢサ
ーバ１３上のコンテンツを閲覧するためのＷＥＢブラウ
ザ（例えば、マイクロソフト社のInternet Explorer 5.
0）６１ 等を有している。
【００２０】次に、図４を参照して、当予約発券システ
ム１における予約からクーポン券の印字までの処理につ

いて説明する。なお、以下の説明では、ユーザが予約端
末１９からホスト・ＦＥＰ１１に予約処理及び発券指示
処理の依頼を行う場合を例に説明するが、これらの処理
の依頼を発券機制御端末１７から行ってもよい。図１に
示される予約・発券店舗４のユーザが予約端末１９から
旅行商品の予約を行った上で、発券業務画面８０からク
ーポン券７５の発券指示を行うと、予約端末１９側のＷ
ＥＢブラウザ６１は、 に示されるように、ＷＥＢサー
バ１３とホストＧ／Ｗ１２とを介してホスト・ＦＥＰ１
１に予約電文と発券電文とを送信する。ホスト・ＦＥＰ
１１は、これらの電文を受信すると、これらの電文に対
応した回答電文を作成して、ホストＧ／Ｗ１２とＷＥＢ
サーバ１３とを介して予約端末１９に送信する。この
際、ホスト・ＦＥＰ１１は、 に示されるように、発券
プリンタ（発券装置）宛電文を作成して、この電文をホ
ストＧ／Ｗ１２を介して発券ＤＢサーバ１４上の発券Ｄ
Ｂ６０に格納し、同時にホスト側の管理データに該当の
予約情報についての発券処理が完了した旨の情報を書き
込む。
【００２１】上記処理後に、予約・発券店舗４のユーザ
が発券機制御端末１７のＷＥＢブラウザ６１からＷＥＢ
サーバ１３に該当店舗についての発券データを送信する
ように依頼すると、ＷＥＢサーバ１３は、 に示される
ように、発券ＤＢ６０から該当店舗の発券データを読み
込んで、発券可能なデータの一覧表の画面（発券状況一
覧画面）８１を発券機制御端末１７のモニタ上に表示す
る。そして、ユーザが発券機制御端末１７の発券状況一
覧画面８１から発券対象となるデータを選択して発券状
況一覧画面８１上の発券ボタンをクリックすると、ＷＥ
Ｂサーバ１３は、選択されたデータに対応した発券デー
タ中の発券フラグを「発券中」に書き換えると共に、
に示されるように、選択されたデータに対応した発券デ
ータを暗号化して、発券機制御端末１７にダウンロード
する。発券機制御端末１７は、ダウンロードされた発券
データを復号化した上でクーポン券用の印字データに編
集して、編集後の印字データを発券装置１８に送信す
る。発券装置１８は、この印字データに基づいてクーポ
ン券７５の印刷を行う。また、発券機制御端末１７は、
クーポン券７５の印字が正常に終了すると、ＷＥＢブラ
ウザ６１を介して発券ＤＢ６０にアクセスして、発券Ｄ
Ｂ６０内から該当の発券データのレコードを読み込み、
該当レコード中の発券フラグを「発券済」に書き換え
る。ただし、クーポン券７５の印字が異常終了した場合
には、該当の発券データレコード中の発券フラグを「エ
ラー」又は「不定」に書き換える。なお、「不定」と
は、クーポン券７５が出力されたか否かが不明の状態を
いい、発券状況一覧画面８１からのクーポン券７５の印
字指示後に、ＬＡＮ等の障害によりクーポン券７５の印
字処理が異常終了した場合に発生する。
【００２２】次に、図５を参照して、予約端末１９から
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センタ側システム７に旅行商品の予約を行う際における
ホストＧ／Ｗ１２の処理について説明する。ホストＧ／
Ｗ１２は、発券ＤＢサーバ１４上の販売店マスタＤＢ７
０に格納された各店舗の当月発券金額、月額担保額及び
新規予約停止サインのデータを参照して、これらのデー
タに基づき各店舗についての新規予約の可否を判断す
る。すなわち、図に示されるように、予約端末１９のＷ
ＥＢブラウザ６１から予約情報が入力されると（Ｓ
１）、ホストＧ／Ｗ１２は、ＷＥＢサーバ１３を介して
この予約情報を受け取った後、発券ＤＢサーバ１４上の
販売店マスタＤＢ７０を参照して（Ｓ２）、予約端末１
９が配置されている店舗の当月発券金額と月額担保額の
データを読み取る。そして、ホストＧ／Ｗ１２は、当該
店舗の当月発券金額と月額担保額とを比較して（Ｓ
３）、当月発券金額が既に月額担保額を超えている場合
には（Ｓ３でＹＥＳ）、販売店マスタＤＢ７０内の新規
予約停止サインを参照して（Ｓ４）、新規予約停止サイ
ンがＯＮの場合には（Ｓ５でＹＥＳ）、予約端末１９の
ＷＥＢブラウザ６１上に「新規予約ができません」のメ
ッセージを表示する（Ｓ６）。
【００２３】これに対して、Ｓ３で当月発券金額が未だ
月額担保額を超えていない場合（Ｓ３でＮＯ）及び新規
予約停止サインがＯＦＦの場合には（Ｓ５でＮＯ）、ホ
ストＧ／Ｗ１２は、発券ＤＢサーバ１４上の店舗確認Ｄ
Ｂ７１及び回答確認ＤＢ７２に送信時刻、入力通番、端
末ＩＤ等の項目を書き込む（Ｓ７）。そして、Ｓ１で予
約端末１９のＷＥＢブラウザ６１から入力された予約情
報に基づいて、ホスト・ＦＥＰ１１への送信用の予約電
文を作成して、この予約電文をホスト・ＦＥＰ１１へ送
信する（Ｓ８）。そして、ホストＧ／Ｗ１２は、ホスト
・ＦＥＰ１１からの回答を受信すると（Ｓ９）、発券Ｄ
Ｂサーバ１４上の店舗確認ＤＢ７１及び回答確認ＤＢ７
２に回答項目を書き込んだ後に（Ｓ１０）、予約端末１
９のＷＥＢブラウザ６１上にホスト・ＦＥＰ１１からの
回答を送信する（Ｓ１１）。なお、上記の旅行商品の予
約は、予約端末１９からのみではなく、発券機制御端末
１７又は予約端末２２からも行うことができる。この点
は、下記の図６乃至図１０で説明する発券指示、変更、
変更指示、解約、再発券の各処理についても同様であ
る。また、販売店マスタＤＢ７０内の各店舗の新規予約
停止サインと月額担保額とは、各店舗の販売実績や信用
に応じてセンタ側システム７の管理者が設定する。
【００２４】次に、図６を参照して、予約端末１９から
センタ側システム７にクーポン券７５の発券指示を行う
場合におけるホストＧ／Ｗ１２の処理について説明す
る。なお、ここでは、予約端末１９からの発券指示に基
づき発券データを作成するところまでを説明し、クーポ
ン券７５の印字に関連する処理までは説明しない。図に
示されるように、ユーザが図４に示される予約端末１９
の発券業務画面８０から予約番号等を入力すると（Ｓ２

１）、予約端末１９側のＷＥＢブラウザ６１は、この予
約番号等の情報をＷＥＢサーバ１３を介してホストＧ／
Ｗ１２に送信する。ホストＧ／Ｗ１２は、これらの情報
を受信すると、入力された予約番号に対応したクーポン
券７５が発券可能であるか否かをチェックする。すなわ
ち、ホストＧ／Ｗ１２は、予約番号等の情報を受信する
と、発券ＤＢサーバ１４上の店舗確認ＤＢ７１を参照し
て（Ｓ２２）、店舗確認ＤＢ７１内に受信した予約番号
と同じ予約番号を持つレコードが存在するか否かをチェ
ックする。そして、同じ予約番号を持つレコードが存在
しない場合には、（Ｓ２３でＮＯ）、予約端末１９のＷ
ＥＢブラウザ６１上に「貴店舗に当該予約番号が存在し
ません。」のメッセージを表示する（Ｓ２４）。これに
対して、店舗確認ＤＢ７１内に同じ予約番号を持つレコ
ードが存在する場合には（Ｓ２３でＹＥＳ）、ホストＧ
／Ｗ１２は、発券ＤＢサーバ１４上の発券ＤＢ６０を参
照して（Ｓ２５）、発券ＤＢ６０内に受信した予約番号
と同じ予約番号を持つレコードが存在するか否かをチェ
ックする。そして、発券ＤＢ６０内に同じ予約番号を持
つレコードが存在する場合には（Ｓ２６でＹＥＳ）、受
信した予約番号に対応したクーポン券７５の発券データ
が既に作成済みであると判断できるので、新たな発券デ
ータの作成を行わない。そして、再度、発券ＤＢ６０中
の該当する発券データを参照して（Ｓ２７）、その発券
フラグが「発券済」の場合には（Ｓ２８でＹＥＳ）、予
約端末１９のＷＥＢブラウザ６１上に「当該予約は発券
済です。」のメッセージを表示し（Ｓ２９）、また、発
券フラグが「発券待ち」、「発券中」、「エラー」又は
「不定」の場合には（Ｓ２８でＮＯ）、ＷＥＢブラウザ
６１上に「当該予約は発券取り込み操作をお願いしま
す。」のメッセージを表示する（Ｓ３０）。
【００２５】次に、ホストＧ／Ｗ１２は、発券ＤＢサー
バ１４上の販売店マスタＤＢ７０に格納された各店舗の
当月発券金額、月額担保額及び新規発券停止サインのデ
ータを参照して、これらのデータに基づき各店舗におけ
る新規発券の可否を判断する。すなわち、ホストＧ／Ｗ
１２は、発券ＤＢサーバ１４上の販売店マスタＤＢ７０
を参照して（Ｓ３１）、予約情報を送信した予約端末１
９が配置されている店舗の当月発券金額と月額担保額の
データを読み取る。そして、当該店舗の当月発券金額と
月額担保額とを比較して（Ｓ３２）、当月発券金額が既
に月額担保額を超えている場合には（Ｓ３２でＹＥ
Ｓ）、販売店マスタＤＢ７０内の新規発券停止サインを
参照して（Ｓ３３）、新規発券停止サインがＯＮの場合
には（Ｓ３４でＹＥＳ）、予約端末１９のＷＥＢブラウ
ザ６１上に「新規発券ができません」のメッセージを表
示する（Ｓ３５）。これに対して、Ｓ３２で当月発券金
額が未だ月額担保額を超えていない場合（Ｓ３２でＮ
Ｏ）及び新規発券停止サインがＯＦＦの場合には（Ｓ３
４でＮＯ）、ホストＧ／Ｗ１２は、発券ＤＢサーバ１４
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上の店舗確認ＤＢ７１及び回答確認ＤＢ７２に送信時
刻、入力通番、端末ＩＤ等の項目を書き込む（Ｓ３
６）。そして、ホストＧ／Ｗ１２は、Ｓ２１で予約端末
１９のＷＥＢブラウザ６１から入力された予約番号等の
情報に基づいて、ホスト・ＦＥＰ１１への送信用の発券
電文を作成して、この発券電文をホスト・ＦＥＰ１１へ
送信する（Ｓ３７）。
【００２６】ホストＧ／Ｗ１２は、ホスト・ＦＥＰ１１
からの回答を受信すると（Ｓ３８）、発券ＤＢサーバ１
４上の店舗確認ＤＢ７１及び回答確認ＤＢ７２に回答項
目を書き込み（Ｓ３９）、同時にホスト・ＦＥＰ１１か
らの回答電文に基づいて発券ＤＢ６０に該当予約番号の
発券データを書き込む。この発券データは、出発日から
６ヶ月間保存される。この後、ホストＧ／Ｗ１２は、予
約端末１９のＷＥＢブラウザ６１上にホスト・ＦＥＰ１
１からの回答電文を送信し（Ｓ４０）、同時にホスト・
ＦＥＰ１１からの回答電文内の発券金額を、Ｓ３１の処
理で読み込んだ販売店マスタＤＢ７０のレコードの当月
発券金額に加算して、このレコードを販売店マスタＤＢ
７０に再書き込み（リライト）する（Ｓ４２）。なお、
販売店マスタＤＢ７０内の各店舗の新規発券停止サイン
は、各店舗の販売実績や信用に応じてセンタ側システム
７の管理者が設定する。
【００２７】次に、図７を参照して、予約端末１９から
センタ側システム７に予約内容の変更を依頼する場合に
おけるホストＧ／Ｗ１２の処理について説明する。ユー
ザが予約端末１９のＷＥＢブラウザ６１から予約変更情
報を入力すると（Ｓ５１）、ＷＥＢブラウザ６１は、こ
の予約変更情報をＷＥＢサーバ１３を介してホストＧ／
Ｗ１２に送信する。ホストＧ／Ｗ１２は、予約変更情報
を受信すると、入力された予約番号に対応した予約情報
が変更可能な状態であるか否かをチェックする。すなわ
ち、ホストＧ／Ｗ１２は、予約変更情報を受信すると、
発券ＤＢサーバ１４上の店舗確認ＤＢ７１を参照して
（Ｓ５２）、店舗確認ＤＢ７１内に受信した予約変更情
報と同じ予約番号を持つレコードが存在するか否かをチ
ェックする。そして、同じ予約番号を持つレコードが存
在しない場合には、（Ｓ５３でＮＯ）、予約端末１９の
ＷＥＢブラウザ６１上に「貴店舗に当該予約番号が存在
しません。」のメッセージを表示する（Ｓ５４）。これ
に対して、店舗確認ＤＢ７１内に同じ予約番号を持つレ
コードが存在する場合には、（Ｓ５３でＹＥＳ）、ホス
トＧ／Ｗ１２は、発券ＤＢサーバ１４上の発券ＤＢ６０
を参照して（Ｓ５５）、発券ＤＢ６０内に受信した予約
番号と同じ予約番号を持つレコードが存在するか否かを
チェックする。そして、発券ＤＢ６０内に同じ予約番号
を持つレコードが存在し（Ｓ５６でＹＥＳ）、しかも、
該当レコードを参照した結果（Ｓ５７）、発券フラグが
「発券待ち」、「発券中」、「エラー」又は「不定」で
ある場合には（Ｓ５８でＮＯ）、ホストＧ／Ｗ１２は、

該当の予約情報の変更を許可せず、「当該予約の発券操
作が完了していません。発券操作を完了させてくださ
い。」のメッセージを表示する（Ｓ５９）。何故なら、
該当の予約情報についての発券フラグが、「発券待
ち」、「発券中」、「エラー」又は「不定」である場合
には、該当の予約情報についての未発券状態の発券デー
タが発券ＤＢ６０内に蓄積されている可能性が高いの
で、この状態で予約情報の内容を変更すると、その後に
該当予約番号のクーポン券７５を発券した際に、発券し
たクーポン券７５が変更前と変更後のいずれの予約情報
に基づくものであるかが判別できなくなるためである。
【００２８】これに対して、Ｓ５６で発券ＤＢ６０内に
同じ予約番号を持つレコードが存在しない場合（Ｓ５６
でＮＯ）、及びＳ５８で発券フラグが「発券済」である
場合には（Ｓ５８でＹＥＳ）、ホストＧ／Ｗ１２は、発
券ＤＢサーバ１４上の店舗確認ＤＢ７１及び回答確認Ｄ
Ｂ７２に送信時刻、入力通番、端末ＩＤ等の項目を書き
込む（Ｓ６０）。そして、Ｓ５１で予約端末１９のＷＥ
Ｂブラウザ６１から入力された予約変更情報に基づい
て、ホスト・ＦＥＰ１１への送信用の予約変更電文を作
成して、この予約変更電文をホスト・ＦＥＰ１１へ送信
する（Ｓ６１）。ホストＧ／Ｗ１２は、ホスト・ＦＥＰ
１１からの回答電文を受信すると（Ｓ６２）、発券ＤＢ
サーバ１４上の店舗確認ＤＢ７１及び回答確認ＤＢ７２
に回答項目を書き込んだ後に（Ｓ６３）、予約端末１９
のＷＥＢブラウザ６１にホスト・ＦＥＰ１１からの回答
電文を送信する（Ｓ６４）。
【００２９】次に、図８を参照して、予約端末１９から
センタ側システム７に予約内容の変更と変更後の発券を
同時に依頼する場合におけるホストＧ／Ｗ１２の処理に
ついて説明する。以下の説明では、予約内容の変更処理
と発券処理をまとめて変更発券処理と呼ぶ。図に示され
るように、ホストＧ／Ｗ１２は、ユーザが入力した（Ｓ
７１）変更発券情報を、ＷＥＢブラウザ６１とＷＥＢサ
ーバ１３とを介して受信すると、上記図７中のＳ５２か
らＳ６２と同様な処理を行った後に（Ｓ７２からＳ８
２）、ホスト・ＦＥＰ１１から受信した回答電文に基づ
いて、発券ＤＢサーバ１４上の店舗確認ＤＢ７１及び回
答確認ＤＢ７２に回答項目を書き込むと共に、発券ＤＢ
６０内の該当する発券データを書き換える（Ｓ８３）。
そして、予約端末１９のＷＥＢブラウザ６１にホスト・
ＦＥＰ１１からの回答電文を送信した後に（Ｓ８４）、
変更後の発券データに合わせて、販売店マスタＤＢ７０
中の該当店舗のレコードの当月発券金額を修正する。具
体的には、ホストＧ／Ｗ１２は、発券ＤＢ６０内に変更
対象となる予約番号のレコードが存在するか否かをチェ
ックして（Ｓ８５、Ｓ８６）、該当予約番号のレコード
が存在し（Ｓ８６でＹＥＳ）、かつ、該当のレコード中
の旧発券日付が当月の場合には（Ｓ８７でＹＥＳ）、販
売店マスタＤＢ７０内の該当店舗のレコードを参照し
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て、販売店マスタＤＢレコード上の当月発券金額を変更
内容に合わせて修正する。具体的には、販売店マスタＤ
Ｂレコード上の当月発券金額から発券ＤＢレコード上の
旧発券金額を減じた上で、減算後の当月発券金額にホス
ト・ＦＥＰ１１からの回答電文中の変更後の発券金額を
加算する。そして、計算後の販売店マスタＤＢレコード
を販売店マスタＤＢ７０に再書き込み（リライト）する
（Ｓ８９）。
【００３０】次に、図９を参照して、予約端末１９から
センタ側システム７に予約内容の解約（キャンセル）を
依頼する場合におけるホストＧ／Ｗ１２の処理について
説明する。図に示されるように、ホストＧ／Ｗ１２は、
ユーザが入力した（Ｓ９１）解約情報を、ＷＥＢブラウ
ザ６１とＷＥＢサーバ１３とを介して受信すると、上記
図７中のＳ５２からＳ６２と同様な処理を行った後に
（Ｓ９２からＳ１０２）、ホスト・ＦＥＰ１１から受信
した回答電文に基づいて、発券ＤＢサーバ１４上の店舗
確認ＤＢ７１及び回答確認ＤＢ７２に回答項目を書き込
む（Ｓ１０３）。この際、回答確認ＤＢ７２に書き込む
内容の中には、該当の予約情報について解約があった旨
のフラグも含む。そして、予約端末１９のＷＥＢブラウ
ザ６１にホスト・ＦＥＰ１１からの回答電文を送信した
後に（Ｓ１０４）、Ｓ９１でユーザが入力した解約情報
に合わせて、販売店マスタＤＢ７０中の該当店舗のレコ
ードの当月発券金額を修正する。具体的には、ホストＧ
／Ｗ１２は、発券ＤＢ６０内に変更対象となる予約番号
のレコードが存在するか否かをチェックして（Ｓ１０
５、Ｓ１０６）、該当予約番号のレコードが存在し（Ｓ
１０６でＹＥＳ）、かつ、該当レコード中の旧発券日付
が当月の場合には（Ｓ１０７でＹＥＳ）、販売店マスタ
ＤＢ７０内の該当店舗のレコードを参照して、販売店マ
スタＤＢレコード上の当月発券金額を解約情報に合わせ
て修正する。具体的には、販売店マスタＤＢレコード上
の当月発券金額から発券ＤＢレコード上の旧発券金額を
減じた上で、減算後の当月発券金額にホスト・ＦＥＰ１
１からの回答電文中の新発券金額を加算する（Ｓ１０
８）。そして、計算後の販売店マスタＤＢレコードを販
売店マスタＤＢ７０に再書き込み（リライト）する（Ｓ
１０９）。
【００３１】次に、図１０を参照して、予約端末１９か
らセンタ側システム７にクーポン券７５の再発券指示を
行う場合におけるホストＧ／Ｗ１２の処理について説明
する。なお、ここでは、予約端末１９からの再発券指示
に基づき再発券用の発券データを作成するところまでを
説明し、クーポン券７５の印字に関連する処理までは説
明しない。予約端末１９側のユーザが図４に示される発
券業務画面８０から再発券を行う予約情報に対応した予
約番号等を入力すると（Ｓ１２１）、予約端末１９側の
ＷＥＢブラウザ６１は、この予約番号等の情報をＷＥＢ
サーバ１３を介してホストＧ／Ｗ１２に送信する。ホス

トＧ／Ｗ１２は、これらの情報を受信すると、入力され
た予約番号に対応したクーポン券７５が再発券可能であ
るか否かをチェックする。すなわち、ホストＧ／Ｗ１２
は、予約番号等の情報を受信すると、発券ＤＢサーバ１
４上の店舗確認ＤＢ７１を参照して（Ｓ１２２）、店舗
確認ＤＢ７１内に受信した予約番号と同じ予約番号を持
つレコードが存在するか否かをチェックする。そして、
同じ予約番号を持つレコードが存在しない場合には、
（Ｓ１２３でＮＯ）、予約端末１９のＷＥＢブラウザ６
１上に「貴店舗に当該予約番号が存在しません。」のメ
ッセージを表示する（Ｓ１２４）。これに対して、店舗
確認ＤＢ７１内に同じ予約番号を持つレコードが存在す
る場合には（Ｓ１２３でＹＥＳ）、ホストＧ／Ｗ１２
は、発券ＤＢサーバ１４上の発券ＤＢ６０を参照して
（Ｓ１２５）、発券ＤＢ６０内に受信した予約番号と同
じ予約番号を持つレコードが存在するか否かをチェック
する。そして、発券ＤＢ６０内に同じ予約番号を持つレ
コードが存在しない場合には（Ｓ１２６でＮＯ）、予約
端末１９のＷＥＢブラウザ６１上に「当該予約は未発券
です。発券操作をしてください」のメッセージを表示す
る（Ｓ１２７）。また、発券ＤＢ６０内に同じ予約番号
を持つレコードが存在する場合には（Ｓ１２６でＹＥ
Ｓ）、ホストＧ／Ｗ１２は、発券ＤＢ６０内から該当の
レコードを読み込み（Ｓ１２８）、レコード中の発券フ
ラグが、「発券待ち」、「発券中」、「エラー」又は
「不定」の場合には（Ｓ１２９でＮＯ）、ＷＥＢブラウ
ザ６１上に「当該予約の発券操作が完了していません。
発券操作を完了させてください。」のメッセージを表示
する（Ｓ１３０）。
【００３２】これに対して、発券ＤＢ６０内の該当レコ
ードの発券フラグが、「発券済」の場合には（Ｓ１２９
でＹＥＳ）、ホストＧ／Ｗ１２は、発券ＤＢサーバ１４
上の店舗確認ＤＢ７１及び回答確認ＤＢ７２に送信時
刻、入力通番、端末ＩＤ等の項目を書き込む（Ｓ１３
１）。そして、Ｓ１２１で予約端末１９のＷＥＢブラウ
ザ６１から入力された予約番号等の情報に基づいて、ホ
スト・ＦＥＰ１１への送信用の再発券電文を作成して、
この再発券電文をホスト・ＦＥＰ１１へ送信する（Ｓ１
３２）。そして、ホストＧ／Ｗ１２は、ホスト・ＦＥＰ
１１からの回答電文を受信すると（Ｓ１３３）、発券Ｄ
Ｂサーバ１４上の店舗確認ＤＢ７１及び回答確認ＤＢ７
２に回答項目を書き込み（Ｓ１３４）、同時にホスト・
ＦＥＰ１１からの回答電文に基づいて発券ＤＢ６０に該
当予約番号の発券データを書き込む。この後、ホストＧ
／Ｗ１２は、予約端末１９のＷＥＢブラウザ６１上にホ
スト・ＦＥＰ１１からの回答電文を送信して（Ｓ１３
５）、予約端末１９のモニタ上にその内容を表示する。
【００３３】次に、図１１を参照して、上記図４に示さ
れる発券状況一覧画面８１について説明する。図に示さ
れるように、この発券状況一覧画面８１上には該当店舗
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内の各種の予約情報に対応した発券ボタン８２が表示さ
れており、ユーザはこれらのボタン８２をクリックする
ことにより、クーポン券７５の発券又はエラー内容の表
示を行うことができる。すなわち、図に示されるよう
に、ユーザが「発券待ち」の状態の発券ボタン８２ａを
クリックすると、発券機制御端末１７のモニタ上に発券
中メッセージ８３が表示されて、選択された発券データ
に対応したクーポン券７５の発券が開始される。そし
て、クーポン券７５の発券が終了するまで発券機制御端
末１７のモニタ上に発券中メッセージ８３が表示され
る。また、図に示されるように、ユーザが、「エラー」
状態の発券ボタン８２ｂ又は「不定」状態の発券ボタン
８２ｃをクリックすると、発券機制御端末１７のモニタ
上にエラー内容表示画面８４が表示される。
【００３４】図１２に発券状況一覧画面８１のフォーマ
ットを示す。発券状況一覧画面８１上には発券ＤＢ６０
中の該当店舗に属する各発券データに基づいて作成され
た複数の発券ボタン８２が表示されている。これらの発
券ボタン８２は、図中の左上のボタンに表示された発券
日時が一番古く、以下、図中の矢印に沿った順番に発券
日時が新しくなるように表示される。また、図に示され
るように、この画面８１の右上部の件数欄６９には発券
ＤＢ６０に格納されている該当店舗の発券データの件数
が表示される。この発券データの件数及び発券状況一覧
画面８１に表示可能な発券ボタン８２の数は、状態選択
ボタン８６でどのボタンが選択されているかによって異
なり、例えば、「発券待ち」のボタンが選択されている
場合には、発券ＤＢ６０中の発券フラグが「発券待ち」
の状態になっている発券データのボタン８２のみが表示
される。
【００３５】図１３にエラー内容表示画面８４のフォー
マットを示す。この画面上には、ユーザが発券状況一覧
画面８１から選択した発券ボタン８２ｂ，８２ｃに対応
した予約番号の発券データについての発券エラーの発生
日時、エラー状態等が表示される。
【００３６】図１４に発券中メッセージ８３を示す。こ
の発券中メッセージ８３は、発券状況一覧画面８１上に
重ね合わせて表示される。この発券中メッセージ８３が
表示されている間は、発券状況一覧画面８１の操作はロ
ックされる。また、クーポン券７５の印字処理が終了す
ると、このメッセージ８３は自動的にモニタ上から消え
て、発券状況一覧画面８１に制御が戻る。
【００３７】次に、当予約発券システム１に採用されて
いるクーポン券７５の印字処理の異常終了時（上述の段
落００２１参照）におけるクーポン券７５の二重発生を
防止するための工夫について説明する。クーポン券７５
の印字が異常終了した場合には、発券装置１８は、発券
ＤＢ６０にアクセスして、該当の発券データレコード中
の発券フラグを「エラー」又は「不定」に書き換える。
発券フラグが「エラー」又は「不定」の状態である場合

には、発券状況一覧画面８１の制御用のプログラム（図
３中の発券ＤＢサーバ通信ActiveX６３に相当）は、該
当の発券データに対応したクーポン券７５の印字を許可
しない。この状態を解除して、再度クーポン券７５の印
字を行うには、該当の発券データレコード中の発券フラ
グを「エラー」又は「不定」から「発券待ち」に書き換
える必要がある。当予約発券システム１では、この発券
フラグの書き換えを監視センタからのみ行えるようにす
ることにより、クーポン券７５の二重発券を防止してい
る。すなわち、クーポン券７５の印字時に障害が発生し
て、該当の発券データレコード中の発券フラグが「エラ
ー」又は「不定」の状態になっているときでも、例えば
障害の発生時期がクーポン券７５の印字終了後である場
合には、クーポン券７５の出し直しを行う必要がなく、
このような場合にクーポン券７５の出し直しを許可して
しまうと、クーポン券７５が二重に発券されてしまう。
従って、クーポン券７５の印字が異常終了した場合に
は、各店舗のユーザが監視センタに連絡して、監視セン
タによるエラー状態の確認処理と発券フラグの書き換え
処理を行った後でなければ、クーポン券７５を印字し直
せないようにした。
【００３８】次に、図１５を参照して、発券フラグが
「不定」状態である発券データについてのクーポン券７
５を印字し直すための処理を説明する。ユーザが発券機
制御端末１７からＷＥＢサーバ１３に発券状況一覧画面
８１の表示要求を送信すると、ＷＥＢサーバ１３の発券
データ一覧表示ＡＳＰ５４は、発券機制御端末１７に発
券状況一覧画面表示用のActiveXと発券ＤＢ６０中の該
当店舗の発券データとを送信する。発券機制御端末１７
は、ＷＥＢブラウザ６１によりこれらのデータを受信し
て、これらのデータに基づき発券状況一覧画面８１を表
示する。この際、発券ＤＢ６０中に発券フラグが「不
定」の状態である発券データが存在する場合には、発券
機制御端末１７は、 に示されるように、発券状況一覧
画面８１上に発券フラグが「不定」の発券データが存在
することを表示する。各店舗のユーザは、この表示に基
づいて発券フラグが「不定」の状態の発券データが存在
することを確認すると、 に示されるように、「不定」
の状態を解除するため、電話等により監視センタの係員
に連絡する。連絡を受けた監視センタの係員は、 に示
されるように、監視センタの端末７７からＷＥＢサーバ
１３上の発券不定状態解除プログラム６７に指示を与え
て、この発券不定状態解除プログラム６７により発券Ｄ
Ｂ６０中の発券フラグを書き換える。具体的には、監視
センタの係員は、状態変更用発券状況一覧画面８７上に
表示された状態変更ボタン８８から該当の発券データの
ボタン８８を選択して、該当の発券データについてのク
ーポン券７５の印字が既に完了している場合には、この
発券データの発券フラグを「不定」から「発券済」に書
き換え、クーポン券７５の印字が未完了の場合には、発
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券フラグを「不定」から「発券待ち」に書き換える。そ
して、クーポン券７５の印字が未完了の場合には、各店
舗のユーザは再度クーポン券の印字を行う。
【００３９】図１６に上記の状態変更用発券状況一覧画
面８７のフォーマットを示す。この画面８７上には発券
ＤＢ６０中の該当店舗に属する各発券データに基づいて
作成された複数の状態変更ボタン８８が表示されてお
り、これらの発券ボタン８２は、図中の左上のボタンに
表示された発券日時が一番古く、以下、図中の矢印に沿
った順番に発券日時が新しくなるように表示される。ま
た、図に示されるように、この画面８７の左上部の端末
ＩＤ欄６８には、該当店舗の発券機制御端末１７の端末
ＩＤが表示される。さらにまた、図中の件数欄９０及び
状態選択ボタン９１は、それぞれ図１２に示される発券
状況一覧画面８１中の件数欄６９及び状態選択ボタン８
６に相当する。
【００４０】図１７に状態変更画面８９を示す。この状
態変更画面８９は、状態変更用発券状況一覧画面８７上
に表示された状態変更ボタン８８がクリックされた場合
に、状態変更用発券状況一覧画面８７上に重ね合わせて
表示される。状態変更画面８９上には、選択された状態
変更ボタン８８に対応した発券データの情報の中から予
約番号、業務名、及び（発券フラグの）状態の情報が表
示される。監視センタの係員は、この状態変更画面８９
上の状態欄９４から新しい発券フラグの状態を入力し
て、変更ボタン９５をクリックすることにより、状態変
更画面８９上に表示された発券データ中の発券フラグの
状態を書き換えることができる。従って、各店舗のユー
ザは、状態変更用発券状況一覧画面８７中の状態変更ボ
タン８８に表示された発券フラグの状態が「エラー」又
は「不定」になった場合であっても、監視センタの係員
に発券フラグの状態を「発券待ち」の状態に変更するよ
うに依頼することにより、該当の発券データについての
クーポン券７５の再出力を行うことができる。しかし、
監視センタの係員は、エラーの発生状態等から既に該当
の発券データについてのクーポン券７５の出力が完了し
ていると判断した場合には、各店舗のユーザにその旨を
知らせ、該当発券データについての発券フラグの変更を
行わない。これにより、クーポン券７５の印字処理の途
中で障害が発生した場合でも、各店舗のユーザが誤って
クーポン券７５を二重発券してしまうことを防ぐことが
できる。
【００４１】上述したように、本予約発券システム１で
は、発券ＤＢサーバ１４上の発券ＤＢ６０に格納された
各発券データの発券フラグに基づいて、各発券データの
発券状態の管理を行い、発券フラグが「発券待ち」の状
態の発券データのみを印字可能とすることにより、クー
ポン券７５の二重発券を防いでいる。すなわち、発券Ｄ
Ｂサーバ１４に格納されたクーポン券７５のプリントデ
ータ（発券データ）をロックすることで、クーポン券７

５の二重発券を防止している。このような二重発券の防
止方法を採用することにより、上記のようなクーポン券
７５の印字の途中で障害が発生した場合に限らず、ユー
ザが同じ発券機制御端末１７や同じ店舗に配された異な
る発券機制御端末１７から、誤って同一予約番号のデー
タを二重に発券してしまうことを防ぐことができる。
【００４２】ところが、発券ＤＢサーバ１４に格納され
た各発券データの発券フラグのみに基づいて、各発券デ
ータの発券状態の管理を行った場合には、以下の問題が
生じる。すなわち、発券機制御端末１７が、クーポン券
７５の印字処理中に、発券ＤＢサーバ１４に格納された
各発券データの発券フラグの更新を行った際に、何らか
の原因で発券フラグの更新に失敗した場合には、発券機
制御端末１７側で管理している該当発券データの発券状
態は、「発券済み」、「エラー」又は「不定」であるに
も拘わらず、発券ＤＢサーバ１４側の発券データの発券
フラグは「発券中」のままとなる。このとき、発券ＤＢ
サーバ１４側の発券フラグに基づいて、プリントデータ
（発券データ）がロックされるので、クーポン券７５の
二重発券を防止することはできるが、該当のクーポン券
７５が未出力の場合でも、クーポン券７５の再出力を行
うことができなくなってしまう。また、発券機制御端末
１７側のユーザは、発券ＤＢサーバ１４側の発券データ
の発券フラグが、「エラー」又は「不定」の状態となっ
た場合には、発券状況一覧画面８１で何らかのエラーが
発生したことを知ることができるが、発券フラグが「発
券中」のままでは、エラーが発生したことを即座に知る
ことができない。このため、エラーが発生したプリント
データ（発券データ）に対応したクーポン券７５を発行
し忘れてしまう場合もある。
【００４３】上記のような事態が発生するのを防ぐため
に、本予約発券システム１では、発券機制御端末１７側
で発券状態の詳細情報を保持し、発券状況一覧画面８１
の初期表示時に、発券機制御端末１７のＷＥＢブラウザ
６１が、発券ＤＢサーバ１４側の発券フラグが「発券
中」の発券データのみを対象として、その発券フラグを
発券機制御端末１７側で管理している発券状態の詳細情
報に合わせて更新するように、ＷＥＢサーバ１３に依頼
する。ＷＥＢサーバ１３は、この依頼に応じて発券ＤＢ
サーバ１４側の発券フラグを更新する。このような制御
を行うことにより、発券機制御端末１７が、クーポン券
７５の印字処理中に、何らかの原因で発券ＤＢサーバ１
４側の発券フラグの更新に失敗した場合でも、発券ＤＢ
サーバ１４側の発券データの発券フラグが「発券中」の
ままとなることを防ぐことができる。
【００４４】次に、発券機制御端末１７が、発券ＤＢサ
ーバ１４に格納された各発券データの発券フラグの更新
を行った際に生じ得る３種類の障害について説明する。
この３種類の障害とは、モジュール間通信異常とサーバ
アクセス不能と発券機制御端末電源断である。このう
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ち、モジュール間通信異常とは、モジュール間でのソケ
ット（Windows環境でネットワーク・アプリケーション
がプロセス間通信に用いる機構）による通信が行えなか
ったことを意味し、サーバアクセス不能とは、インター
ネット回線３の断絶や各種サーバ１２、１３、１４等の
ダウンに起因して、サーバ側（センタ側システム７側）
へのアクセスができなかったことを意味し、発券機制御
端末電源断は、発券機制御端末１７が電源断したことを
意味する。
【００４５】次に、上記のモジュール間通信異常につい
て図１８を参照して説明する。発券ＤＢサーバ通信Acti
veX（以下、発券ActiveXと略す）６３と発券モジュール
９８（図３における発券装置制御ＡＰ６４に相当）との
間の通信は、ソケットにより行う。また、図に示される
ように、発券ActiveX６３からの１つのプリントデータ
（発券データ）９９の送信に対して、発券モジュール９
８からの１つの発券結果メッセージ１００が返信される
形式でモジュール間通信を行う。このとき、プリントデ
ータ９９の送信から３分以上経過しても、発券モジュー
ル９８からの発券結果メッセージ１００の返信が行われ
ない場合には、発券ActiveX６３は、ソケット通信に関
するエラーが発生したと判断して、処理を終了する。こ
のような障害をモジュール間通信異常という。
【００４６】次に、図１９を参照して、発券機制御端末
１７側で行われるクーポン券７５の印字発券処理の概略
について説明する。発券機制御端末１７のユーザが、端
末１７から発券業務画面８０の表示を指示すると、端末
１７のＷＥＢブラウザ６１は、ＷＥＢサーバ１３に発券
業務画面８０のＵＲＬを送信する（Ｓ１２１）。この
際、ＷＥＢサーバ１３は、その時点で端末１７に格納さ
れている発券ActiveX６３のバージョンをチェックし
て、そのバージョンが最新になっていない場合には、最
新のバージョンの発券ActiveX６３を発券機制御端末１
７にダウンロードする（Ｓ１２２）。また、ＷＥＢサー
バ１３は、端末１７から発券業務画面８０のＵＲＬを受
信した時間がセンタ側システム７の運用時間外である場
合には、端末１７からの発券業務画面８０の表示要求を
受け付けない。これに対して、端末１７から上記のＵＲ
Ｌを受信した時間がセンタ側システム７の運用時間内で
ある場合（図中の「通常」に相当）には、発券ActiveX
６３を起動する（Ｓ１２３）。次に、端末１７のユーザ
が発券状況一覧画面８１への画面移動を指示すると、端
末１７の発券ActiveX６３が、ＷＥＢブラウザ６１を介
してＷＥＢサーバ１３に発券状況一覧画面８１のＵＲＬ
を送信する（Ｓ１２４）。ＷＥＢサーバ１３上の発券デ
ータ一覧表示ＡＳＰ５４は、この画面８１のＵＲＬを受
信すると、発券ＤＢサーバ１４上の発券ＤＢ６０から一
覧表示用の発券データ（プリントデータ）を取得して、
この発券データを端末１７に送信する。端末１７の発券
ActiveX６３は、この発券データに基づいて、発券状況

一覧画面８１を表示する（Ｓ１２５）。そして、ユーザ
が発券状況一覧画面８１から発券対象となる発券データ
の予約番号を選択入力すると（Ｓ１２６）、発券Active
X６３と発券モジュール９８とが入力された予約番号に
対応した発券データの発券（印字）処理を行う（Ｓ１２
７）。そして、ユーザは、次の発券データの発券印字処
理を行う場合には、再度Ｓ１２４の処理に戻って次の発
券データの発券印字処理を行い、次の発券データの発券
印字処理を行わない場合には、ＷＥＢブラウザ６１の画
面を閉じて、ＷＥＢブラウザ６１のプログラムを終了す
る（Ｓ１２８）。
【００４７】図２０乃至図２２に上記Ｓ１２７の発券処
理の詳細を示す。これらの図を参照して、クーポン券７
５の印字処理中に各種の障害が発生した場合に、発券Ｄ
Ｂサーバ１４側の発券フラグがどのような状態になるか
を説明する。ユーザが発券状況一覧画面８１上から発券
印字の対象となる発券データの予約番号が表示された発
券ボタン８２を選択してクリックすると（Ｓ１３１）、
端末１７の発券ActiveX６３は、ＷＥＢブラウザ６１と
ＷＥＢサーバ１３上の発券データ一覧表示ＡＳＰ５４と
を介して、発券ＤＢサーバ１４上の発券ＤＢ６０から選
択した予約番号に対応した全てのプリントデータをダウ
ンロードする（Ｓ１３２）。この際、発券ActiveX６３
は、発券ＤＢ６０からのプリントデータの取得に失敗し
た場合には、端末１７のモニタ上にプリントデータの取
得に失敗した旨のエラーダイアログを表示し（Ｓ１３
８）、また、選択した予約番号に対応したプリントデー
タが発券ＤＢ６０内に存在しない場合には、端末１７の
モニタ上に該当するプリントデータが無い旨のダイアロ
グを表示する（Ｓ１４０）。
【００４８】上記Ｓ１３２の処理で該当するプリントデ
ータが存在し、該当するプリントデータをダウンロード
できた場合には、発券ActiveX６３は、ダウンロードし
たプリントデータの中にプラテン通番「＊＊＊＊」のプ
リントデータが存在するか否かをチェックする（Ｓ１３
３）。何故なら、ホスト・ＦＥＰ１１は、発券ＤＢサー
バ１４上の発券ＤＢ６０に発券印字の対象となる予約番
号に対応した全てのプリントデータの転送を完了する
と、本来のプリントデータとは別に該当の予約番号に対
応したプラテン通番「＊＊＊＊」のプリントデータを発
券ＤＢ６０内に格納するからである。従って、発券ＤＢ
６０内に該当の予約番号に対応したプラテン通番「＊＊
＊＊」のプリントデータが存在しない場合には、発券Ac
tiveX６３は、ホスト・ＦＥＰ１１から発券ＤＢ６０へ
の該当の予約番号に対応した全てのプリントデータの転
送が完了していないと判断して、端末１７のモニタ上に
該当するプリントデータが無い旨のダイアログを表示す
る（Ｓ１４０）。これに対して、Ｓ１３３で該当の予約
番号に対応したプリントデータの中にプラテン通番「＊
＊＊＊」のプリントデータが存在する場合には、該当の
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予約番号に対応したプリントデータの中に発券フラグが
「発券待ち」のプリントデータが存在するか否かをチェ
ックする（Ｓ１３４）。そして、発券ActiveX６３は、
「発券待ち」のプリントデータが存在しない場合には、
端末１７のモニタ上にダイアログを表示して、該当する
プリントデータが既に発券済み若しくは発券中である旨
を通知する（Ｓ１４１）。これに対して、該当の予約番
号に対応したプリントデータの中に発券フラグが「発券
待ち」のプリントデータが存在する場合には、発券Acti
veX６３は、発券フラグが「発券待ち」のプリントデー
タを抽出し（Ｓ１３５）、ＷＥＢブラウザ６１とＷＥＢ
サーバ１３とを介して、発券ＤＢサーバ１４上の発券Ｄ
Ｂ６０内の該当するプリントデータの発券フラグを「発
券中」に変更する（Ｓ１３６）。発券ActiveX６３は、
この発券フラグの変更に失敗した場合には、端末１７の
モニタ上に発券ＤＢ６０の内容を変更できない旨のダイ
アログを表示する（Ｓ１４２）。なお、ユーザが、上記
Ｓ１３８、Ｓ１４０、Ｓ１４１及びＳ１４２の処理で表
示されたダイアログに対して、確認用のＯＫボタンを押
下した場合には、発券ActiveX６３は、発券状況一覧画
面８１を表示する（Ｓ１３９、Ｓ１４３）。
【００４９】上記Ｓ１３６の処理において、発券ＤＢ６
０内の該当するプリントデータの発券フラグを「発券
中」に変更することに成功した場合には、発券ActiveX
６３は、該当するプリントデータを再度発券ＤＢ６０内
から取り出して（Ｓ１３７）、発券モジュール９８との
ソケット通信用のファイルをオープンする（Ｓ１４
４）。そして、オープンに成功した場合には、該当する
プリントデータを発券モジュール９８に送信して（Ｓ１
４５）、このプリントデータの送信が成功した場合に
は、発券結果メッセージを受信する（Ｓ１４６）。そし
て、発券ActiveX６３は、発券モジュール９８からの発
券結果メッセージの受信に成功した場合には、ソケット
通信用のファイルをクローズする（Ｓ１４７）。上記Ｓ
１４４の処理においてソケット通信用のファイルのオー
プンに失敗した場合には、発券ActiveX６３は、Ｓ１４
９に進んで、ソケット通信異常時の処理を行う。また、
上記Ｓ１４５及びＳ１４６の処理において、ソケット通
信断、タイムアウト等が発生した場合には、発券Active
X６３は、ソケット通信用のファイルをクローズした上
で（Ｓ１４８）、Ｓ１４９の処理に進み、ソケット通信
異常時の処理を行う。そして、端末１７のプリンタから
ソケット通信異常発生時のログ情報を出力した後に（Ｓ
１４９）、端末１７のモニタ上に、エラー内容と再起動
する必要がある旨のダイアログを表示する（Ｓ１５
０）。これに対して、ユーザが端末１７の再起動ボタン
を押下すると、図３に示される端末１７のＯＳ６２が、
端末１７に格納されている再起動モジュールを起動する
（Ｓ１５１）。これにより、端末１７が再起動する（Ｓ
１５２）。

【００５０】上記Ｓ１４４乃至Ｓ１４７のソケット通信
処理が全て正常に終了した場合には、発券ActiveX６３
は、発券モジュール９８から受信した発券結果メッセー
ジ１００内のメッセージ種別コードをチェックする（Ｓ
１５３）。そして、メッセージ種別コードが“ＣＢ”で
ある場合には、該当のクーポン券の発券が成功した（プ
リントデータの出力が完了した）と判断して、発券ＤＢ
サーバ１４上の発券ＤＢ６０内の該当するプリントデー
タの発券フラグを「発券済」に変更する（Ｓ１５４）。
発券ActiveX６３は、この発券フラグの変更に失敗した
場合には、図２２に示されるエラー処理に進み、発券フ
ラグの変更に成功した場合には、該当の予約番号に対応
したプリントデータの中に印字発券の終了していない
（発券モジュール９８に未送信の）プリントデータがあ
るかどうかをチェックする。そして、このようなプリン
トデータが存在する場合には、Ｓ１３７に戻って次のプ
リントデータの出力処理を行い、存在しない場合には、
再度、発券状況一覧画面８１を表示して（Ｓ１５６）、
Ｓ１３１の処理に戻る。
【００５１】上記Ｓ１５３における発券結果メッセージ
１００内のメッセージ種別コードの判別処理において、
種別コードが“ＣＣ”であった場合には、発券ActiveX
６３は、発券モジュール９８による発券処理でエラーが
発生し、プリントデータの出力が未完了の状態になって
いると判断して、図２１に示されるエラー処理を行う。
また、種別コードが“ＣＥ”であった場合には、発券モ
ジュール９８による発券処理で復旧不可能なエラーが発
生したと判断して、図２１中のＳ１６２に進む。
【００５２】次に、上記図２１に示される発券結果がエ
ラーの場合の処理について説明する。発券ActiveX６３
は、発券結果メッセージ１００内の通番ステータスを判
別して（Ｓ１５７）、通番ステータスが“５”である場
合には、回線障害等に起因するエラー（センスＮＧ）が
発生したと判断し、発券結果メッセージ１００内の詳細
ステータスＥＮＤコードを判別する（Ｓ１５８）。そし
て、このコードが、“２”（ビジー）、“４”（介入要
求）、“６”（ＬＡＮ障害・電源断）、“１０”（コマ
ンド実行不可）といった再発券可能なエラーである場合
には、端末１７のモニタ上に、エラー内容とプリンタを
チェックする必要がある旨のダイアログを表示する（Ｓ
１５９）。発券ActiveX６３は、このダイアログに対し
てユーザがＯＫボタンをクリックした場合には、図２０
中のＳ１３７の処理に戻って同じプリントデータの再発
券を行う。これに対して、ユーザがキャンセルボタンを
クリックした場合には、該当のプリントデータの発券処
理を取り消すために、Ｓ１３５の処理で抽出された発券
ＤＢ６０内のプリントデータの中から発券フラグが「発
券中」のプリントデータのみを対象として、これらのプ
リントデータの発券フラグを「発券待ち」に変更する
（Ｓ１６０）。そして、ActiveX６３は、この発券フラ
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グの変更が失敗した場合には、図２２に示されるエラー
処理を実行し、また、発券フラグの変更が成功した場合
には、発券状況一覧画面８１を表示して（Ｓ１６１）、
Ｓ１３１の処理に戻る。
【００５３】これに対して、Ｓ１５８の判別処理で発券
結果メッセージ１００内の詳細ステータスＥＮＤコード
が、“１”（コマンドリジェクト）、“３”（データエ
ラー）、“５”（アラーム）といった再発券不可能なエ
ラーである場合には、ActiveX６３は、該当のプリント
データの発券フラグを「エラー」に変更する（Ｓ１６
２）。そして、この変更処理が成功した場合には、端末
１７のプリンタからエラー発生時のログ情報を出力した
後に（Ｓ１６３）、端末１７のモニタ上に、エラー内容
と監視センターに連絡する必要がある旨のダイアログを
表示する（Ｓ１６４）。発券ActiveX６３は、このダイ
アログに対してユーザがＯＫボタンをクリックした場合
には、発券状況一覧画面８１を表示して（Ｓ１６５）、
Ｓ１３１の処理に戻る。また、Ｓ１６２の発券フラグの
変更処理において、発券フラグの変更に失敗した場合
は、図２２に示されるエラー処理を実行する。
【００５４】これに対して、Ｓ１５７の判別処理で発券
結果メッセージ１００内の通番ステータスが“７” で
ある場合には、ActiveX６３は、発券処理時における編
集エラー（再発券不可能なエラーの一種）が発生したと
判断して、上記のＳ１６２乃至Ｓ１６５と同様な処理を
行う。
【００５５】また、Ｓ１５７の判別処理で発券結果メッ
セージ１００内の通番ステータスが“６” である場合
には、ActiveX６３は、該当のクーポン券の出力が完了
しているか否か不定の状態であると判断して、該当のプ
リントデータの発券フラグを「不定」に変更する処理
（Ｓ１６６）をした後に、上記のＳ１６３乃至Ｓ１６５
と同様な処理を行う（Ｓ１６７乃至Ｓ１６９）。
【００５６】次に、図２２に示されるエラー処理につい
て説明する。ActiveX６３は、図２０中の（Ｂ）及び図
２１中の（Ｃ）～（Ｅ）に示される発券フラグの変更処
理に失敗すると、このエラー処理に入り、端末１７のプ
リンタからエラー発生時のログ情報を出力した後に（Ｓ
１７０）、端末１７のモニタ上に、エラー内容と発券Ｄ
Ｂ６０内の発券フラグを変更できない旨のダイアログを
表示する（Ｓ１７１）。発券ActiveX６３は、このダイ
アログに対してユーザがＯＫボタンをクリックすると、
発券状況一覧画面８１を表示して（Ｓ１７２）、図２０
中のＳ１３１の処理に進む。
【００５７】図２３及び図２４にそれぞれ端末１７側と
発券ＤＢサーバ１４側における発券状態の管理情報を示
す。図２４に示される発券ＤＢサーバ１４側の管理情報
は、上記の発券ＤＢ６０内のプリントデータの発券フラ
グを意味する。また、発券印字処理の開始から終了まで
の間、端末１７側に図２３に示されるような発券状態の

管理情報を保持することにより、発券印字処理の途中で
エラーが発生した場合でも、ActiveX６３が、この端末
１７側の発券状態の管理情報に基づいて、発生したエラ
ーの程度を判断して、エラーの程度に応じてその後の処
理を変更することができる。これにより、エラーの程度
が軽微なものである場合（例えば、図２１中のＳ１５８
のようなエラーが発生した場合）には、該当のプリント
データを自動的に再発券するように制御することができ
る。
【００５８】本発明は、上記実施形態に限られるもので
はなく、様々な変形が可能である。例えば、上記実施形
態では、センタ側システム７にホストＧ／Ｗ１２、ＷＥ
Ｂサーバ１３及び発券ＤＢサーバ１４の３つのサーバを
配したが、センタ側システム７に配するサーバを１つに
して、このサーバが上記実施形態における各サーバの機
能を併せ持つようにしてもよい。また、上記実施形態で
は、各店舗における発券限度額のチェックを各店舗内の
月内の合計発券金額を基準に行ったが、このチェックを
例えば各店舗内の四半期毎の合計発券金額を基準に行っ
てもよい。
【００５９】
【発明の効果】以上のように請求項１の発明によれば、
発券画面の制御用のプログラムは、ユーザから発券デー
タの発券指示を受け付けたときに、サーバ側における該
当の発券データの発券状態の管理情報を参照して、この
管理情報が券が出力されたか否か不定であることを示す
「不定」の内容である場合は、該当の発券データに対応
した印字データの出力を許可しないようにした。これに
より、二重発券を防止することができる。
【００６０】
【００６１】
【００６２】
【００６３】
【００６４】
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の一実施形態による旅行業者用旅行商
品予約発券システムの構成図。
【図２】  上記システムにおける発券ＤＢサーバと発券
機制御端末のハードウェア構成図。
【図３】  上記システムにおける３種類のサーバと発券
機制御端末のソフトウェア構成図。
【図４】  上記システムにおける予約からクーポン券の
印字までの処理の概略を示す図。
【図５】  上記システムにおける旅行商品の予約処理の
フローチャート。
【図６】  上記システムにおける発券指示処理のフロー
チャート。
【図７】  上記システムにおける予約内容の変更処理の
フローチャート。
【図８】  上記システムにおける変更発券処理のフロー
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チャート。
【図９】  上記システムにおける解約処理のフローチャ
ート。
【図１０】  上記システムにおける再発券処理のフロー
チャート。
【図１１】  上記システムにおける発券状況一覧画面の
仕様の説明図。
【図１２】  上記システムにおける発券状況一覧画面の
フォーマットを示す図。
【図１３】  上記システムにおけるエラー内容表示画面
のフォーマットを示す図。
【図１４】  上記システムにおける発券中メッセージを
示す図。
【図１５】  上記システムにおける発券フラグが「不
定」の発券データについての再出力を可能にするための
処理の説明図。
【図１６】  上記システムにおける状態変更用発券状況
一覧画面のフォーマットを示す図。
【図１７】  上記システムにおける状態変更画面を示す
図。
【図１８】  上記システム内の発券機制御端末における
発券ActiveXと発券モジュール間の通信異常の説明図。
【図１９】  上記発券機制御端末側で行われる印字発券

処理の全体のフローチャート。
【図２０】  上記発券機制御端末における発券処理の詳
細処理のフローチャート。
【図２１】  上記発券機制御端末における発券エラー発
生時の処理のフローチャート。
【図２２】  上記発券機制御端末における発券フラグ変
更時のエラー処理のフローチャート。
【図２３】  上記発券機制御端末側における発券状態の
管理情報を示す図。
【図２４】  上記システム内の発券ＤＢサーバ側におけ
る発券フラグの内容を示す図。
【符号の説明】
１      旅行業者用旅行商品予約発券システム
３      インターネット回線
１１    ホスト・ＦＥＰ（ホストコンピュータ）
１２    ホストＧ／Ｗ
１３    ＷＥＢサーバ
１４    発券ＤＢサーバ
１７    発券機制御端末（端末）
１８    発券装置
６０    発券ＤＢ（データベース）
８９    状態変更画面（変更手段）

【図２４】 【図２２】

【図１８】
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【図１１】
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