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写真： CATHERINE GIBBONS

オンラインでの旅行の予約は、簡単な
ことのように思えます。旅行の場所と
日程を入力すれば、さまざまなプラン

が、オプションや価格、写真などとともに、ほん
の数秒で画面いっぱいに表示されます。あとは
選択肢から選ぶだけです。実に単純ではありま
せんか。

オンライン旅行サイト界を牽引する
priceline.com、Javaで最高レベルの
接続性、柔軟性、パフォーマンス、移植性
を実現
BY PHILIP J. GILL 

直接の 
接続

http://oracle.com/javamagazine
http://blogs.oracle.com/java
http://www.twitter.com/java
https://www.facebook.com/ilovejava
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://java.net
mailto:JAVAMAG_US%40ORACLE.COM?subject=
http://priceline.com
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しかし、表面上の単純さとは裏
腹に、オンライン旅行サイトの裏
側はとても複雑です。たとえばコ
ネチカット州ノーウォークを拠点
とするpriceline.comの場合、1
回の単純な検索によって、世界中
にある複数のホテルや航空会社
などの予約システムに対して数百
の複雑な通信や接続が行われる
とMichael Diliberto氏は説明し
ます。Diliberto氏は、priceline.
comで北米地域のCIOを務めて
います。
“Diliberto氏：「priceline.com
では、複数の配信プラットフォーム
を使用して、数千のサービス提供
会社や提携会社と連携していま
す。そのため、priceline.comの
システムを、適切なサービス提供
会社の予約システムに接続する
必要があります。つまり、Hertz、
Avis、Alamoといったレンタカー
企業や、Travelportなどの大規模
なGDS、さらには、Farelogixな
どの小規模な新興GDSに直接接
続し、ホテルやレンタカー、航空券
などの最新の予約状況 データにアクセスする必
要があります」
Diliberto氏はさらにこう続けます。「ニューヨー

ク市のホテルの予約状況を検索する場合、1回の
検索で、さまざまなサービス提供会社のシステム
に対して500件もの同時リクエストが生成される
こともあります」それに加えて、priceline.comの
システムでは、数千に上る利用者が同時に検索を
行っています。この利用者数とリクエスト数を掛
け合わせれば、priceline.comのビジネスの核心
が、Webサイトの利用者とサービス提供会社との
複雑に入り組んだ接続を管理する能力にあること
はすぐにわかります。そして、そのような接続を円

滑に機能させ、ほぼリアルタイムで簡単に実行し
ているように見せる秘訣が、Javaです。「Javaは、
priceline.comのビジネスそのものになっていま
す」とDiliberto氏は言います。「Javaのおかげで、
世界中の旅行関連サービスに、より効果的かつ効
率的に接続できるようになりました」

画面の裏側で
priceline.comは、ホテルの部屋から、航空券、レ
ンタカー、パッケージ・ツアー、クルーズに至るまで
幅広いサービスを取り扱う、世界有数のオンライン
旅行サービスです。また、利用者が価格を指定する

企業概要
PRICELINE.COM
priceline.com
本社所在地：
コネチカット州 
ノーウォーク
業界：
オンライン旅行サービス
売上：
43億6,000万米ドル
（2011年）
従業員数：
priceline.com部門で
350人
世界中で3,400人
使用しているJava 
バージョン：
JDK 6およびJDK 7

priceline.comのデータ分析ダッ
シュボードの前で、プロジェクト
の進行状況について話す、CIOの
Michael Diliberto氏（左）とエン
ジニアリング部門バイス・プレジデ
ントのAmit Poddar氏

http://oracle.com/javamagazine
http://blogs.oracle.com/java
http://www.twitter.com/java
https://www.facebook.com/ilovejava
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://java.net
mailto:JAVAMAG_US%40ORACLE.COM?subject=
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http://www.travelport.com/
http://www.farelogix.com/
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逆オークション（Name Your Own 
Price）方式を世に広めたオンライ
ン旅行会社でもあります。1997
年に創立され、その1年後に俳優の
William Shatnerを広告に起用し
て旅行サービスを立ち上げました。
1990年代の終わりには、動的

でインタラクティブなWebサイト
を構築するための技術が数多く
利用可能になっていました。Javaのほか、Perl、
PHP、MicrosoftのCOMやActive Server 
Pages（ASP）などです。Javaは1995年に登場
したばかりで、当時は他の技術ほど成熟していま
せんでしたが、Diliberto氏はJava言語とその開
発プラットフォームに大きな可能性を見てとりまし
た。特に注目した点は、移植性とベンダーへの非
依存性が約束されていることでした。priceline.
comでは最終的に、バックエンドにJava、データ

ベース管理にOracle、フロントエ
ンドにCOMとASPという3層の設
計を選択しました。
Diliberto氏によれば、Javaは

接続性とマルチスレッドの機能が
傑出していたため、バックエンドの
予約状況データ検索エンジンには
最適でした。
Diliberto氏：「当初から、サービ

ス提供会社とのバックエンド接続は、Javaプラット
フォームで設計し開発しています。Javaはサービス
提供会社に接続するためのさまざまな通信プロトコ
ルに対応しているため、データのある場所、すなわ
ちpriceline.comの場合はGDSや航空会社、提携
ホテルやホテル・チェーンなどに接続して、予約可能
な最安値のサービスの最新情報を取得できます 」
JavaとMicrosoftの技術の併用は、最初の数

年間は有効でしたが、priceline.comは2000年

に考えを変えました。
priceline.comでエンジニアリング部門のバ

イス・プレジデントを務めるAmit Poddar氏は、
次のように語ります。「フロントエンドとバックエ
ンドのテクノロジー・プラットフォームが異なる状
況は適切でないとわかったのです。1つのプラッ
トフォームに統合してデータ変換にかかる不要な
オーバーヘッドをなくし、人材をより効果的に活用
する必要がありました」
priceline.comのチームは、パフォーマンス、相

互運用性、さらに利用可能なツールとプログラマ
人口の多さという観点から、いくつかのエンター
プライズ・プラットフォームを評価しました。もっと
も優れていたのは、明らかにJavaでした。それ以
降、priceline.comのWebサイトに対するおもな
強化機能は、すべてJavaを使用してコーディング
されています。

より高度な検索を簡単に
priceline.comは次第に、入札モデルの旅行ビ
ジネスから、公表価格による旅行サービスと逆
オークション方式の旅行サービスの両方を扱う
本格的なオンライン旅行会社へと成長しました。
Diliberto氏によれば、「priceline.comは、公表
価格方式と逆オークション方式の両方を利用でき
る、インターネットで唯一の旅行サイトです」
priceline.comでは、多様な旅行の選択肢をリ

アルタイムで提示するために、Javaのマルチス
レッド・フレームワークを活用した独自の「スマー
ト・サーチ」システムを開発しました。スマート・
サーチ・システムは、予約状況データに対するス
イッチのように機能すると、Poddar氏は説明しま
す。「スイッチの片側にいるのは、priceline.com
の利用者です。これには、priceline.comが所有
するWebサイトの利用者だけでなく、提携会社、
Googleなどの検索エンジン、そして最新の携帯
電話やiPadなどのタブレットの利用者も含まれま
す。反対側にいるのは、ホテル、航空会社、レンタ
カー会社、そしてTravelport、Sabre、Pegasus

見かけは単純でも

priceline.comでは、
1回の検索で、サー
ビス提供会社に対す
る500 件もの同時
リクエストが生成さ
れることもあります。

Diliberto 氏と
Poddar 氏にとって、
priceline.comの
統合のニーズに対す
る答えはJava 
でした。

http://oracle.com/javamagazine
http://blogs.oracle.com/java
http://www.twitter.com/java
https://www.facebook.com/ilovejava
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://java.net
mailto:JAVAMAG_US%40ORACLE.COM?subject=
http://www.sabretravelnetwork.com/home/
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などのGDS、さらには
Farelogixなどの新興
GDSです」 
Poddar氏によれば、

priceline.comで利用者
が最適なホテルを検索し
ているとき、その裏側で
は、priceline.comのス
マート・サーチがさまざま
なサービス提供会社から
リアルタイムのデータを
同時に取得し、そのデー
タを合成してから並べ替
えやフィルタリングを行
い、最適な選択肢を利用
者に表示しています。
Poddar氏：「表示する

予約状況データが最新で
あることが非常に重要で
す。オンライン旅行サイ
トには競合企業が多く、
古い情報を表示してしま
えば、利用者は他の旅行
サイトで予約するように
なってしまいます」
すべてのサービス提供

会社が同じインタフェー
スを使用しているわけで
はないものの、Javaは
多岐にわたるデータ形
式、変換ツール、通信プロ
トコルに対応していると
Poddar氏は説明します。
Poddar氏：「Javaを使

うことで、さまざまなサービス提供会社からデータ
を容易に受け取ることができます。SOAPでラッ
プされたXMLをHTTPS経由で受け取ることも
できますし、構造化データのレコードをJMS経由
で受け取ることもできます。受け取ったデータは、
JAXBなどのJava APIを使用してJava Beanに

変換できます。次に、それらのBean
を他の数百のレスポンスと比較し、い
くつかある表示メカニズムのいずれ
かで整形された1つのレスポンスを
作成します。この最終的なレスポンス
は、iPad上のpricelineアプリが解釈
できるJSONオブジェクトとして送信
することも、priceline.comの提携
会社の1つにXML形式で送信するこ
ともできます」 
このような理由から、「Javaが、予約

状況データに対する柔軟なスイッチを
実現するための完璧な技術であるとわ
かりました」とPoddar氏は語ります。

ベンダー非依存
技術の選定の際、ベンダーに依存しないことも重
要な選択基準でした。Java以外の技術は、その
点に問題がありました。「Javaは、構築された特
定の製品ではなく定義された仕様なので、その
実装は業界の複数のベンダーが提供しています。
そのため、利用する側が自由に選択できます」と
Poddar氏は言います 。
priceline.comのバックエンド・データベース

は、サービスの開始当初からOracleデータベース
でした。しかし、2000年の時点では、オラクルは
priceline.comが使用に耐えうると認めるOracle
データベース向けJavaドライバを提供していません
でした。「ある企業のドライバを使い始めましたが、パ
フォーマンスに問題はないものの、最適というわけで
はありませんでした。そこで、別の企業のドライバに
切り替えました。最終的には、オラクルが提供するド
ライバに移行しました」と、Poddar氏は語ります。
Poddar氏：「ドライバの実装の置き換えは、コード

を1行も編集することなく成功させることができま
した。それを実現できた理由は、仕様を定義して実
装をベンダーに任せるというJavaの哲学です。この
哲学により、実装を自由に選択できるため、結果とし
てpriceline.comの利用者は最適な旅程を見つけ
ることができるのです。

Poddar氏によれば、priceline.
comのニーズは年月とともに変化
しましたが、Javaのおかげで、3つ
の異なるハードウェア・アーキテク
チャと3つの異なるオペレーティン
グ・システムに対してITインフラス
トラクチャの移行をほとんど苦労
せずに実行できました。priceline.
comは、1998年の起業の際に
は、Windows  NTが稼働する
Digital Equipment Corporation
のAlphaServerを使用していまし
た。その後Solaris（現在のOracle 
Solaris）が稼働するSPARCベース
のサーバーに移行し、現在は、64ビッ

ト版Red Hat Linuxが稼働するHPのIntelベー
ス・ブレード・サーバーを運用しています。
Poddar氏：「Javaのおかげで、ハードウェア・

プラットフォームをとても簡単に移行できました。
Javaプログラミング・チームが移行にかかわる必
要はありませんでした。サポート・スタッフだけで
すべてを実現できたのです」
Javaのもう1つの重要な利点は、オープンソー

スであることです。「priceline.comは、ベンダー
への非依存性を維持するため、あらゆる可能な場
面でオープンソース・テクノロジーを採用していま
す」とDiliberto氏は言います。
priceline.comのITインフラストラクチャで

は、Javaに加えて、Apache Tomcat Webサー
バーとLinuxオペレーティング・システムを使用
しています。Diliberto氏は次のように言います。
「Javaなどのオープンソース・テクノロジーをで
きるかぎり採用することにより、priceline.com
は優位な立場に置かれます。priceline.comは、
もっとも優れた実装ともっとも効果的なソリュー
ションを選択するチャンスを手にしているのだと
感じています」 </article>

Philip J. Gill、フリーランス・ライター兼編集
者。活動拠点はカリフォルニア州サンディエゴ

容易な移行
priceline.comは、
Javaアプリケー
ションを3つの異
なるハードウェア・
アーキテクチャと
3つの異なるオペ
レーティング・シ
ステムに対して移
行してきました。

OracleとJava：
最良の組み合わせ

priceline.comで
は、Webサイトを
立ち上げたときか
ら、OracleとJava
の両方の技術を採

用してきました。現在は、Webサイトの中核となる本番ト
ランザクション・データベースに2TBのOracleデータ
ベースを使用し、17TBのOracleデータウェアハウスも
運用しています。priceline.comのIT部門 には、Oracle
データベースのインスタンスが合計で96あり、高パ
フォーマンスと高可用性の両方を実現する構成になって
います。
こうした背景から、priceline.comで北米地域のCIOを
務めるMichael Diliberto氏は、オラクルがSunとその
Javaテクノロジーを買収したことはJavaユーザーに
とってもJavaプラットフォームの未来にとってもすばら
しいことだったと考えています。
Diliberto氏：「オラクルは起業当初から、インターネット
をビジネスのプラットフォームとして重視していました。
[OracleのCEOである] Larry Ellison氏は、インター
ネットの力を認識し、インターネットが将来的に経済の主
要な要素となることを理解していたため、インターネット
の時代に向けて準備することを望んでいました。また、
データベースの観点からは、考えうるかぎり最大の規
模、最高のパフォーマンス、最良の拡張性をサポートする
データベースの創造に、常に全力を注いでいました。
priceline.comは当初からずっと、技術としてのJavaの
熱烈なファンです。ただ、以前は、Javaが生き残ってい
けるかどうかについては少し懸念を持っていました。で
すから、製品の収益化に関するオラクルの確固たる実績
を考えたとき、オラクルの経営陣がJavaに将来性を見
てとったこと、そして、Javaが今後も生き残り成長し続
けるようにJavaに投資してJavaを前進させようとして
いることに励まされてきました。実際、オラクルは、この2
年間でそのことを証明しました。オラクルがJavaプラッ
トフォームに継続的に投資していることを大変うれしく
思います」
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