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日本航空株式会社ビデオテックスシステム
ー+ALCAPTAINシステムー

Videotex SYStem OfJAPAN AIR LINES CoりLtd.

日本航空株式会社は,日立製作所と共同で日本電信電話株式会社のビデオテック

ス網を利用した双方向情報システムを開発し,昭和59年11月30日から本稼動に入

った｡本システムは,一般家庭や代理店に設置されたキャプテン端末を,JALCOM

システム(座席予約システム)と結合して,国内線･国際線の空席二状況,当日便の運

航状況及び各種商品情報の提供を行なうものである｡本論文では,システム開発の

背景から,システムの特長,ハードウェア･ソフトウェアの構成,機能について述べ

る｡

t】 緒 言

ニューメディアの本命と呼び声の高かったキャプテンサー

ビスが,昭和59年11月30日からスタートした｡日本航空株式

会社は,日本電信電話株式会社のビデオテックス網のサービ

ス開始と同時に一般向けサービスを開始した｡ビデオテック

ス網への接続は独自性を生かしたサービスを目的に,DF

(Direct AccessInformation Center:直接形情報センタ)方

式を採用した｡

ソフトウェアは,APP(Applicable Program Product for

Customers)であるVCS(Videotex Commtlnication Support

System)を母体とし,日本航空株式会社独自の機能を追加し

た｡特に,日本航空株式会社のキャプテンセンターは,IF

(Indirect AccessInformation Center:間接形情報センタ)

相当であるJALCOM(JAL座席予約システム)と対をなして

おり,このためのインタフェースは日本航空株式会社独白の

ものとなっている｡以下にJALキャプテンシステムについて

述/ヾる｡

同 システムの概要

2.1 システム開発の背景

JALキャプテンシステムは,キャプテンの商用サービス開

始に合わせ,日本航空株式会社及び日本航空グループ各社が

もっている様々な情幸艮を提供することによる,消費者と会社

を結び付ける新しい形態の販売媒体として開発された｡-･般

的なねらいとしては,以下に述べるとおりである｡
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図lJALキャプテンシステムの構成 vTX網との回線は4回線あり,
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(1)サービスの向上

電話による各種照会,予約の補完機能としてキャプテン端

末が利用できるため,営業時間外でもサービスが可能となり,

かつ料金も全国均一であり,地方ユーザーへのサービスは更

に向上する｡

(2)販売網の強化

JALCOM専用端末の補完機能としてキャプテン端末を利

用できるため,専用端末を設置していない代理店での予約が

可能となり,販売機会が増加する｡

(3)人員削i成あるいは人_員増抑制

電話による各種問合せがキャプテン端末の画面案内に代わ

るため,電話応対者の削i成あるいは増員を抑制できる｡

2.2 システム概要

JALキャプテンシステムは,区=に示すようにJALCOMを

IF相当のセンタとしてもつDFセンタで,HITAC M-240Dを

使用している｡JALキャプテンシステムは端末からの問合せ

に対し,JALCOMがもっている座席や発着の情報などをリア

ルタイムに提供するものと,DFセンタ内の画面情報だけを提

供するものとに分けられる｡表lに現在提供しているサービ

スの内容を示す｡

6 システムの特長

独自にDFセンタを構築することにより,以下のような特長

を発揮することが可能となった｡

+ALFEP +ALCOM

注:略語説明

+A+(+APANA旧+仙ES)

+AJCAP(+ALOAPTAIN)

+AJFEP(JAJFrontEnd Processor)

+AJCOM(+AL座席予約システム)

DF(DirectAccesslnformationCenter)
lF(lndirectAccesslnformationCenter)

lT(lnputTerminaり

GT(GraphicTerminal)

VTX(Videoイex)

HDLC/ARM(HighLe〉elDataL仙Control/

Asynch｢0nOUSResponseMode)

論理チャネルはl回線当たり川チャネル,合計40チャネルから成っている｡+AJCOM

*

日本航空株式会社情報システム部技術室
**

日立製作所大森ソフトウェア工場
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表l サービス内容(業務機能一覧)

夕番号(3621l～36214)を割り当てている.1

業務内容によって独立したセン

分 類
(センタ番号)

業 務 後 能

国内線

(3621り

l.空席状)兄･時刻表の案内

2.運賃情報の案内

3.当日便運航状;兄案内

4.予約サービス*

5.国内線サービス案内

国際線

(3621Z)

l.空席状況･時刻表の案内

2.運賃情幸艮の案内

3.当日便運航状況案内

4.国際線サービス案内

貨 物
(362】4)

l.+AJCARGOの案内

2.日本アジア航空貨物の案内

関連企業

(36213)

●日本アジア航空ダイヤ･空席･発着案内(日本アジア航空株式会社)

●ジャルパック商品案内(旅行開発棟式会勧二)

●センチュリー商品案内(アジア旅行開発棟武舎社)

●ニッコーホテルズの案内(日本航空開発株式会社)

●キャラクタ】商品の案内(日航商事株式会社)

注:* 当面代王里店向けのみ

(1)ビデオテックス綱との接続が4回線

(a)回線単位に業務機能を割l)付けているため,端末利用

者からみると四つのセンタがあるように見える｡

(b)回線障害が起こっても業務の続行が可能であり,障害

回線に割り付けられている業務でも,他の業務メニューか

らサービスすることが可能である｡

(2)IFサポート

(a)標準のIFインタフェースのほかに,JAL固有のインタ

フェース(代理店リンク)をサポートしている｡これにより,

JALCOM側のインタフェースをほとんど改修せず,キャプ

テンとの接続が可能となった｡

(b)端末からの要求に対しIF(JALCOM)から複数電文を

受信可能である｡これにより,端末からのi欠画面要求に対

しその都度IFまでアクセスの必要がなく,応答時間を短縮

てこ､きる｡

(C)一般のIP(InformationProvider:情報提供者)がIF接

続によってJALキャプテンセンタに情報を提供することが

可能である｡

(3)代理店インタフェースのサポート

JALCOM専用端末とほぼ同じ操作で,座席予約及び各種照

会が可能である｡インタフェースを構成する主な機能として

DK

VIDEOイEX網 H-8633-3

CCP

CD

H-8840-DO6

H什AC

M-240D

H-8676-12

MT

lT

HT-5425-

BllB

HT-5425-

CllB

VDT

∨ト1000C

FD

H-857ト30D

CR

H-8232-24

H-8487-AlO

H▼8276-12

LP

H-8802-6E

ACD

注:略語説明

CCP(CommunicationControIProcessor),DK(Disk),MT(Ma即eticTape),

+P(+i=eP｢i=ter),CD(Co=SOleDisplay),ACD(AuxiliaryCo=SOleDisp叫),

FD(FloppyDisk),CR(CardReader),VDT(VideoDataTerminaり

図2 ハードウエア構成 +A+キャプテンシステムのハードウェア構成

を示す｡
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以下の機能がある｡

(a)端末からの入力を最大200字まで可能とした｡

(b)一項日当たりの埋込み文字を30字(高密度端末は60字)

まで可能とした｡

(4)端末ランクに応じて標準密度,高密度の画面サービスを

きめ細かく行なっている｡

田 システム構成

4.lハードウェア構成

図2にハードウェア構成を示す｡同図中のIT(Input Terminal)

はキャプテン用画面作成入力装置であり,VDT(VideoData

Terminal)はシステムの運用及び保守に使用する｡

4.2 ソフトウェア構成

区13にソフトウェア構成を示す｡斜線部が今回適用した

VCS及びJALキャプテン用に開発した部分である｡

基本通信

制御
プログラム

(BCP)

通信管王里プログラム

(BTAM)

オペレーティングシステム(VOS3/SP)

オンラインコントロールプログラム(TMS-4V)

業務共通処理プログラム
芳壬

オフライン

業務処理

プログラム

ジャーナル

オンライン

業務処理

プログラム

ファイルアクセスプログラム

(PDM) (BDAM)

加 入 者 画 像

注二略語説明など

a:〉CS及び+ALキャプテン固有機能

VOS3/SP(Virtual-StOrageOperatingSystem3/SystemP｢od=Ct:
仮想記憶オペレーティングシステム/システムプロダクト)

BTAM(BasicTelecomm山catio〔SAccessMethod:基本通信アクセス法)

BCP(Bas弓cCo[trOけrogram:基本通信制御プログラム)

TMS-4V(TransactionManagementSystem:汎用オンラインコントロール70ログラム)

PDM(Practica】DataManager:データマネジメントシステム)
BDAM(BasicDirectAccessMethod:直接アクセス法)

vcs(VideotexComm〕[icationSupportSystem:げオテックス接続支援システム)

図3 ソフトウェア構成 +ALキャプテンシステムのソフトウェア構成

を示す｡

直 接 検 索 間 接 検 索

ニホンコウクウ0 021200000 こホンコウクウ0 021310000

l

国際線のこ案内

1.空席案内

ジャルパックのご案内
1.アメリカ
2.ヨーロッパ

2.発着案内 3.東南アジア

1♯
l並

*02133♯

ニホンコウクワ0021320000

1.カリフオルニア

ニホンコウクウ0021350000

1.ジュネープ

2.カリフオルニア～ホノルル 2,アテネ

3.アカプルコへロサンゼルス 3.ウィーン

+旦l
ニホンコウクウ0021330000

カリフォルニア 注:は,GTからの

入力項目

図4 画面検索機能 あらかじめ検索したい画面番号が分かっている場

合は,直接検索が有効である｡
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4月

10000

5月

10000

GT

画面番号

10000

検 索

6月

｢‾‾‾‾■■‾‾■■■｢

l l

l l
l i

I l

l l
+______+

10000

7月

｢‾‾‾‾‾‾｢

I l

l 】

I l

l l
l l

+______+

10000

8月

10000

9月

10000

lT

注=[コサービス期間中の画面(表画面),[コサービス閉外の画面(裏画面)

l司 機能概要

JALキャプテンシステムの業務プログラムは,‡大の五つの

機能から構成されている｡

(1)GT(Graphic Terminal)サービス機能

(2)画面管理機能

(3)センタ管理機能

(4)通信管理機能

(5)外部センタ接続機能

以下これらの機能のうち,(1)のGTサービス機能,(2)の画

面管理機能,(5)の外部センタ接続機能,について述べる｡

5.t GTサービス機能

5.1.1画面検索機能

(1)直接検索

端末から,見たい画面データの画面番号を直接投入された

場合の検索機能で,画面番号をキーとして画像ファイルから

画面データを検索し,端末に送信する｡

(2)間接検索

端末から既に表示してある画面の分岐番号によって?大の画

面を検索する機能で,現在表示中の画面データのi大画面情報

によりキーである画面番号を求める｡以降の処理は,直接検

索と同じである｡図4に直接検索と間接検索の比較を示す｡

5.l.2 CUGサービス

CUG(ClosedUserGroup)サービスは,特別の情報を特定

の会員に提供することを目的としたサービスで,IPは,サー

ビス内容ごとに最大10個のCUGを設定できる｡CUGコード,

公開する画面情報の範囲,利用者端末などは提供者管理機能

により設定することができる｡また,利用者端末に対しては,

CUGパスワードを設定できるため不当なアクセスを防止で

きる｡

5.2 画面管理機能

5.2.1画面登壬緑管理

ITで作成した画面データの登録,改訂･削除などを行なう｡

(1)画面登会読

ITで作成した画面データを入力し,画像ファイルに登録す

る｡

(2)画面削除

ITからのコマンド入力により,登三録されている画面データ

を削除する｡

(3)画面参照

ITからのコマンド入力によ-),登録されている画面を参照

する｡

(4)画面改訂

一度登録した画面をITで修正した画面と置き換える｡

トーB修正一

図5 表裏画面切替

季節によって提供画面内

容を変える場合などに一使

用する｡

(5)画面提供期間の指定

画面登録･改訂時に,GTに当該画面をサービスする期間の

指定ができる｡これにより,情報提供の開始･終了日時を自

動的に管理できる｡

(6)画面二重登録

一つの画面番号に2種類の画面を登録することができる｡

2種類の画面のうちGTにサービス期間中の画面を表画面,

サービス期間外の画面を裏画面という｡

5.2.2 画面維持管理

(1)表裏画面切替

画面が二重登録されている場合,裏画面登録時の期日指定

あるいはITからの切替コマンドで,GTに出力する画面を切

り替えることができる｡利用者に対し検索手順を変えさせず

に,ある期間がきたら別の画面に切り替えたい場合(例えば季

節や月変わりなど)に有効となる｡図5に表裏画面切替の例を

示す｡

(2)画面閉そく･解除

ITから画面番号又は画面番号範囲で指定された画面情報

サービスの閉そく･解除を行なう｡本機能はなんらかの玉里由

によりサービス中の画面を停止したい場合や,停止中の画面

をサービスしたい場/飢二有効となる｡図6に画面間そく･解

除の例を示す｡

(3)照会機能

ITから画面に関する各種情報を照会する｡

(a)登録済み画面番号照会

ITから指定された画面番号の範囲で,登録済みの画面番

号を表示する｡

例1修正などのたの一時サービスを停止する｡
閉そく 修正 解除

サービス期間

例2 サービス期間終了以前にサービスを終了する｡

閉そ〈

サービス期間

例3 サービス開始を延期する｡

閉そく 解除

力
サービス期間

図6 画面間そく･解除 画面のサービス期間を変更する場合に使用す

る｡
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代王里店向け

+ALCOM ENTRY FORMAT

による入力

｢n

t甘

GT

ー舟貨向け
画面誘導による入力

/!回 (£

⑥

⑦

GT

TG

仙
②
③
卸
二
世
⑥
⑦
⑧
⑨
細

注

㈹)

(2〕

巧)

〔邑､)

:､_9J

+AJCAP

ユーザーメモリ

ユーザーメモリ

+ALFEP

代理店に設置されたGTから問合せ電文を投入する｡.

+AJCAPは,問合せ電文を+AしCOMに送信する｡

+ALCAPは,+AJCOMから回答電文を受信する(最大9電文)｡
+ALCAPは,回答電文を枠画面に埋込みGTに表示する｡

一般GTから会話形式で問合せ電文を投入する｡
+AJCAPは,次の画面をGTに表示する｡

GTから問合せ電文を投入する｡

+ALCAPは,問合せ電文を変換し+ALCOMに送信する｡

+ALCAPは,+ALCOMから回答電文を受信する(最大9電文)｡

+AJCAPは,回答電文を編集し枠画面に埋め込みGTに表示する

+ALCOM

区17 +ALCAP-+ALCOM接兼売機能概要図 代理店向けは,CUGサービス

で+ALCOM端末とほぼ同じ操作となっている｡一般向けは,画面誘導による会話

形式となっている｡

(b)孤立画面番号照会

ITから指定された画面番号の範囲内にある孤立画面番

号を表示する｡

(c)閉そく画面番号照会

ITから指定された画面番号の範囲内にある閉そく中の

画面番号を表示する｡

(d)FROM TO チェーンリスト表示

ITから指定された画面番号の画面データにチェーンし

ている画面番号を表示する｡

5.3 外部センタ接続機能

GTから入力されたテナータを外部センタ(IF)へ送信する｡

また,IFからの応答データ蓄積,応答画面の検索,画面にデ

ータの埋込みを行ないGTへ送信する｡外部センタ接続機能

にはJALCOM用と一般用の二つがある｡一般用は入力データ

をほとんど加工せず,IFへ送信する｡JALCOM用は代理店イ

ンタフェースに合わせるためのデータの加二こ,編集を行なう｡

JALCAP-JALCOM接続機能概要図を図7に示す｡

5.4 サービス内容の具体例

JALキャプテンのサービスメニューの中から,国際線の空

席状況案内の例を図8に示す｡

l司 結 言

以上,VCSを適用した日本航空株式会社のキャプテンシス

テムについて述べたが,昭和59年11月30日から本稼動に入り

順調に稼動を続けている｡キャプテンシステムの未来は,様々

な可能性を秘･めたものであり,今後は利用者のニーズを的確

に把握し,サービスメニュー,サービス内容を充実させてゆ

く考えである｡

参考文献

1) 日本電信電話公社:ビデオテックス通信網サービスのインタ

ーフェース(センタ編,端末編)

2) 日立製作所大森ソフトウェア工場ニAPP ビデオテックス接

続支援システム,VCS概説(マニュアル番号:APP-A-236)
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叶)166をダイヤル

l亀♂
･② ダイヤルトーンが聞二える‥

l
③日本航空株式会社(3621卜4)をダイヤル

1

36212(国際線用)

ニホンコウクウ 0 021200000

日本航空国際線･日本アジア航空

のご案内

1時刻表空席状況のご案内

2空港発着状況のご案内

3日本航空国際線サービスのいろいろ

4ジャルパックのご案内

5日本アジア航空からのご案内

ご希望の番号をどうぞ□‡目次つづく ♯

ニホンコウクウ 0 021200000

路線の番号をお選びください

し
＼_ 汚

例)日本一中近東 7♯

(耳〕1♯を押す

魯3ゴ(日本一アメリカ)を押す

ニホンコウクウ 0

日本一南北アメリカ
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1アンカレッシ

2 パンクーパー

3 シアトル

4 シカゴ

021200000

11ホノルル

5 ニューヨーク

6サンフランシスコ

7 ロサンゼルス

8 メキシコシティ

9リオデジャネイロ

10サンパウロ

日付,出発地,到着地をどうぞ

例)5月1日トウキョウ→ロサンゼルス0501,1,7♯

⑥0124.1J7(1月24日,東京一

(手首を押す

ロサンゼルス)を押す

ニホンコウクウ 0 021200000

01月24日 成 田一 口サンゼルス

便名 出発到着写ラ雪柳F C Y

lJLO62 17401000 A A A B747

2+LO64 20351255 A A A B747

A空席あり R 予約へお問い合せください

0満席
一 当該クラスなし

目次0♯時刻表l空席案内1♯つづく♯

ニホンコウクウ 0 021200000

ご希望の便がお決まりになりましたら日本航空

予約センターまたは近〈の指定航空代理店

にお申し込み〈ださい｡

目 次0♯

時刻表･空席案内 1♯

予約センター電話番号2♯

図8 +ALキャプテンシステムの利用例 国際線空席状況案内の例である｡




