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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
作業担当者が受任する作業を、故障診断サーバを備えたコンピュータシステムを利用して
決定するための支援を行う作業担当者支援方法であって、
　前記コンピュータシステムが、
　顧客先から受付けた作業依頼の情報である作業受付情報を作業受付情報記憶手段に記憶
する段階と、
　前記作業受付情報に基づいて故障診断処理を行い、作業に必要な部品の識別子と、該必
要な部品の個数とを含む必要部品情報を取得する段階と、
　前記作業受付情報から、作業を担当する作業担当者が決定していない作業項目を抽出し
て、前記作業担当者の使用する端末に該作業項目を送信する段階と、
　前記作業担当者の使用する端末から送信された、前記作業担当者が選択した前記作業項
目に対応する受任情報を受信する段階と、
　前記作業項目を選択した前記作業担当者の情報を該作業項目に対応する前記受任情報に
基づいて前記作業受付情報記憶手段に記憶する段階と、
　前記受任情報を受任した後に、前記必要部品情報に含まれる部品が、前記作業担当者が
所持する部品か否かを判断し、前記作業担当者が所持する部品でない場合には、搬送車が
前記部品を所持しているか否かを判断するとともに、前記搬送車が前記部品を所持してい
る場合には、搬送車端末に前記部品に関する情報を送信し、前記搬送車が前記部品を所持
していない場合には、搬送用バイク端末に前記部品に関する情報を送信する段階と
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を備えたことを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項２】
請求項１に記載の作業担当者支援方法において、
　前記コンピュータシステムが、
　前記作業担当者が作業位置において受け取った部品に関する受取部品情報を、前記作業
担当者の使用する端末から受信する段階と、
　所持部品情報記憶部に記憶される情報であって、前記作業担当者の所持する部品に関す
る所持部品情報と、搬送車部品情報記憶部に記憶される情報であって、搬送担当者の所持
する部品に関する搬送部品情報とを前記受取部品情報により更新する段階と
をさらに備えたことを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項３】
請求項２に記載の作業担当者支援方法において、
　前記コンピュータシステムが、
　前記作業担当者の使用する端末に前記必要部品情報を送信する段階を備え、
　前記受取部品情報は、前記作業担当者の使用する端末に送信された前記必要部品情報か
ら、受け取った部品に対応する情報が選択されて、前記作業担当者の使用する端末から送
信され、前記コンピュータシステムに受信される情報であることを特徴とする作業担当者
支援方法。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記作業受付情報は前記作業担当者の作業状況を示す進捗識別子を含むと共に、
　前記作業項目を前記作業担当者の使用する端末に送信する段階は、前記作業受付情報か
ら、該進捗識別子が受任前として設定されている作業項目を抽出し、前記作業担当者の使
用する端末に送信することを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記作業担当者の使用する端末に送信される前記作業項目は、作業の対象となる機種の
情報、作業に要する見込み時間の情報、指定された作業担当者の情報、作業の緊急の要否
の情報、及び搬送担当者により搬送される部品に関する情報のうち少なくともいずれか一
つ以上を含むことを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記コンピュータシステムが、
　位置検出手段により取得した作業担当者の位置と作業位置とを特定できる情報を、前記
作業担当者の使用する端末に送信する段階をさらに備えたことを特徴とする作業担当者支
援方法。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記コンピュータシステムが、
　前記作業担当者の使用する端末から受信した前記受任情報に基づき、前記作業受付情報
に、前記受任情報を送信した作業担当者の識別子である担当者識別子を記憶する段階をさ
らに備えたことを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記コンピュータシステムが、
　前記作業担当者の使用する端末から受信した前記受任情報により、前記作業受付情報に
記憶されて前記作業担当者の作業状況を示す進捗識別子を、受任済みとして設定する段階
をさらに備えたことを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項９】
請求項１～８のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
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　前記コンピュータシステムが、
　作業が終了した際に、前記作業担当者が使用する端末から送信された、作業内容の情報
と、作業に使用した部品に関する使用部品情報とを受信する段階と、
　所持部品情報記憶部に記憶される情報であって、前記作業担当者が所持する部品の情報
である所持部品情報を前記使用部品情報により更新する段階をさらに備え、
　前記使用部品情報は、前記作業担当者の使用する端末に送信された必要部品の情報から
、使用した部品に対応する情報が選択された情報であることを特徴とする作業担当者支援
方法。
【請求項１０】
請求項１～９のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記コンピュータシステムが、
　作業が終了した際に、前記作業担当者の使用する端末から送信された作業終了情報を受
信することにより、前記作業受付情報に記憶されて前記作業担当者の作業状況を示す進捗
識別子が、作業終了として設定される段階をさらに備えたことを特徴とする作業担当者支
援方法。
【請求項１１】
請求項１～１０のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記コンピュータシステムが、
　前記作業担当者の使用する端末から送信された作業技術情報要求に対し、前記作業担当
者の使用する端末に、作業の方法に関する作業技術情報を送信する段階をさらに備えたこ
とを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項１２】
請求項１～１１のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　前記作業受付情報を前記作業受付情報記憶手段に記憶する段階は、前記作業受付情報を
、前記作業担当者が属する区分に分けて前記作業受付情報記憶手段に記憶すると共に、
　前記作業担当者が決定していない作業項目を前記作業担当者の使用する端末に送信する
段階は、その作業担当者が属する区分に対応する前記作業受付情報から作業項目を抽出し
て、その作業担当者の使用する端末に送信することを特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項１３】
請求項１～１２のいずれか一項に記載の作業担当者支援方法において、
　作業を担当する作業担当者が決定していない作業項目を前記作業担当者が使用する端末
に送信する段階は、前記各作業項目に対し、前記作業受付情報に対応する優先度情報に基
づいて、前記作業担当者が使用する端末に整列して表示するための順位付けを行うことを
特徴とする作業担当者支援方法。
【請求項１４】
請求項１３に記載の作業担当者支援方法において、
　作業を担当する作業担当者が決定していない作業項目を前記作業担当者が使用する端末
に送信する段階は、順位付けされた前記各作業項目をその順位付けに基づいて整列し、そ
の整列した各作業項目を前記作業担当者の使用する端末に送信することを特徴とする作業
担当者支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業を行う作業担当者が作業を選択して受任する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機器が設置された作業位置に作業担当者が出向いて機器の修理又はメンテナンス等を行
う作業に関して、作業担当者の作業予定の作成は、通常、管理センタにおいて作業指示者
が行っていた。従来は、予定以外の新たな作業が依頼された場合には、作業担当者の出発
前に作成された作業予定をもとに、作業指示者が新たな作業の割当を行い、作業担当者に
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通知していた（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２―１６９９３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、上記方法において、作業指示者が新たな作業の割当を行うには、適当な作業
担当者を選択するために、作業担当者の位置や作業状況をほぼリアルタイムで把握する必
要がある。また、管理センタには、作業担当者から作業予定に関する指示を仰ぐ電話等の
連絡が多くなる。このため、作業指示者の負担が大きくなる問題があった。また、作業予
定の作成や新たな作業の割当は、作業担当者のスキル等の対応能力、作業の重要度、区域
に関する情報等を考慮して行われることが必要である。このような指示を行う作業指示者
には、作業経験が多く、作業に関する能力が高度である者が着任しており、この作業指示
者は管理センタから離れて作業を行うことはできない。従って、高度な能力を有する者が
作業業務に参加できず、効果的に作業を進めることができない問題があった。さらに、作
業担当者は、出発前に管理センタ又は部品倉庫に立ち寄り、作業予定に関する情報の入手
や必要な部品の入手等を行う必要がある。このため、作業担当者の負担が大きくなる。
【０００４】
　本発明の目的は、作業担当者が自ら作業を受任することができる作業担当者支援方法及
び作業担当者支援プログラムを提供することにある。また、本発明の目的は、作業に必要
な部品を別途搬送し、作業担当者が作業位置で受け取ることができる作業担当者支援方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の作業担当者支援方法は、作業担当者が受任する作業を、故障診断サーバを備え
たコンピュータシステムを利用して決定するための支援を行う作業担当者支援方法であっ
て、前記コンピュータシステムが、顧客先から受付けた作業依頼の情報である作業受付情
報を作業受付情報記憶手段に記憶する段階と、前記作業受付情報に基づいて故障診断処理
を行い、作業に必要な部品の識別子と、該必要な部品の個数とを含む必要部品情報を取得
する段階と、前記作業受付情報から、作業を担当する作業担当者が決定していない作業項
目を抽出して、前記作業担当者の使用する端末に該作業項目を送信する段階と、前記作業
担当者の使用する端末から送信された、前記作業担当者が選択した前記作業項目に対応す
る受任情報を受信する段階と、前記作業項目を選択した前記作業担当者の情報を該作業項
目に対応する前記受任情報に基づいて前記作業受付情報記憶手段に記憶する段階と、前記
受任情報を受信した後に、前記必要部品情報に含まれる部品が、前記作業担当者が所持す
る部品か否かを判断し、前記作業担当者が所持する部品でない場合には、搬送車が前記部
品を所持しているか否かを判断するとともに、前記搬送車が前記部品を所持している場合
には、搬送車端末に前記部品に関する情報を送信し、前記搬送車が前記部品を所持してい
ない場合には、搬送用バイク端末に前記部品に関する情報を送信する段階とを備えた。
【０００６】
　これによれば、作業担当者は次に受任する作業を自分で選ぶことができるため、作業担
当者の作業予定を作成する必要がなくなる。このため、管理センタに配置される作業指示
者等の負担を低減化させることができる。
【０００９】
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、前記作業担当者が作
業位置において受け取った部品に関する受取部品情報を、前記作業担当者の使用する端末
から受信する段階と、所持部品情報記憶部に記憶される情報であって、前記作業担当者の
所持する部品に関する所持部品情報と、搬送車部品情報記憶部に記憶される情報であって
、搬送担当者の所持する部品に関する搬送部品情報とを前記受取部品情報により更新する
段階とをさらに備えた。
【００１０】
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　これによれば、コンピュータシステムが、受け取った部品を、作業担当者が所持する部
品かつ搬送担当者が送付した部品として、コンピュータシステムに記憶させることができ
、部品の個数を効率よく管理することができる。
【００１１】
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、前記作業担当者の使
用する端末に前記必要部品情報を送信する段階を備え、前記受取部品情報は、前記作業担
当者の使用する端末に送信された前記必要部品情報から、受け取った部品に対応する情報
が選択されて、前記作業担当者の使用する端末から送信され、前記コンピュータシステム
に受信される情報である。
　これによれば、作業担当者による誤入力を極力防ぐことが可能となり、受け取った部品
について容易に報告ができると共に、作業担当者が所持する部品の個数を効率よく管理す
ることができる。
【００１２】
　この作業担当者支援方法において、前記作業受付情報は前記作業担当者の作業状況を示
す進捗識別子を含むと共に、前記作業項目を前記作業担当者の使用する端末に送信する段
階は、前記作業受付情報から、該進捗識別子が受任前として設定されている作業項目を抽
出し、前記作業担当者の使用する端末に送信する。
【００１３】
　これによれば、未受任の作業項目の情報のみが作業担当者端末に送信されるため、作業
項目が二重に受任される等の誤入力を防止することができる。
　この作業担当者支援方法において、前記作業担当者の使用する端末に送信される前記作
業項目は、作業の対象となる機種の情報、作業に要する見込み時間の情報、指定された作
業担当者の情報、作業の緊急の要否の情報、及び前記搬送車担当者により搬送される部品
に関する情報のうち少なくともいずれか一つ以上を含む。
【００１４】
　これによれば、各作業担当者は対応可能な作業を選択したり、緊急の場合等にも迅速に
対応することができる。このため、効率的に作業を進めることができる。また、搬送され
る部品に関する情報が送信された場合には、作業担当者に、作業位置に搬送される部品が
あることを通知することができる。
【００１５】
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、位置検出手段により
取得した作業担当者の位置と作業位置とを特定できる情報を、前記作業担当者の使用する
端末に送信する段階をさらに備えた。
【００１６】
　これによれば、作業担当者は作業担当者の使用する端末を使用して、作業位置と自分と
の相対距離を考慮して次の作業を決定することができる。
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、前記作業担当者の使
用する端末から受信した前記受任情報に基づき、前記作業受付情報に、前記受任情報を送
信した作業担当者の識別子である担当者識別子を記憶する段階をさらに備えた。
【００１７】
　これによれば、受任された作業項目と、作業項目を受任した作業担当者とを関連付ける
ことができる。
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、前記作業担当者の使
用する端末から受信した前記受任情報により、前記作業受付情報に記憶されて前記作業担
当者の作業状況を示す進捗識別子を、受任済みとして設定する段階をさらに備えた。
【００１８】
　これによれば、作業受付情報の進捗識別子を検索することにより、受任の有無を判別す
ることができる。
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、前記搬送担当者によ
り搬送され、かつ前記作業担当者が前記作業位置において受け取った部品に関する受取部
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品情報を、前記作業担当者の使用する端末から受信する段階をさらに備えた。
【００１９】
　これによれば、作業担当者が受け取った部品とその個数とをコンピュータシステムに記
憶させることができる。
【００２３】
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、作業が終了した際に
、前記作業担当者が使用する端末から送信された、作業内容の情報と、作業に使用した部
品に関する使用部品情報とを受信する段階と、所持部品情報記憶部に記憶される情報であ
って、前記作業担当者が所持する部品の情報である所持部品情報を前記使用部品情報によ
り更新する段階をさらに備えた。
【００２４】
　これによれば、作業内容の情報と、使用した部品の情報とを、作業に必要な部品及び作
業方法を判別するための情報として活用することができる。さらに、使用した部品に関す
る情報により、作業担当者が所持する部品に関する情報が更新される段階が備えられ、前
記使用部品情報は、前記作業担当者の使用する端末に送信された必要部品の情報から、使
用した部品に対応する情報が選択された情報である。従って、作業担当者が所持する部品
の個数を効率的に管理することができる。そのうえ、作業担当者による誤入力を防ぐこと
ができ、使用した部品について比較的容易に報告ができる。
【００２６】
　これによれば、作業担当者による誤入力を防ぐことができ、使用した部品について比較
的容易に報告ができる。
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、作業が終了した際に
、前記作業担当者の使用する端末から送信された作業終了情報を受信することにより、前
記作業受付情報に記憶されて前記作業担当者の作業状況を示す前記進捗識別子が、作業終
了として設定される段階をさらに備えた。
【００２７】
　これによれば、作業受付情報の進捗識別子を検索することにより、作業の終了を判別す
ることができる。
　この作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステムが、前記作業担当者の使
用する端末から送信された作業技術情報要求に対し、前記作業担当者の使用する端末に、
作業の方法に関する作業技術情報を送信する段階をさらに備えた。
【００２８】
　これによれば、作業担当者は作業に必要な情報を得ることができるため、作業を効率的
に進めることができる。また、管理センタ等への問い合わせが少なくなるため、管理セン
タ等における負担を低減化することができる。
【００２９】
　この作業担当者支援方法において、前記作業受付情報を前記作業受付情報記憶手段に記
憶する段階は、前記作業受付情報を、前記作業担当者が属する区分に分けて前記作業受付
情報記憶手段に記憶すると共に、前記作業担当者が決定していない作業項目を前記作業担
当者の使用する端末に送信する段階は、その作業担当者が属する区分に対応する前記作業
受付情報から作業項目を抽出して、その作業担当者の使用する端末に送信する。
【００３０】
　これによれば、作業受付情報記憶手段には、複数の区分に従って作業受付情報が記憶さ
れ、各作業担当者の使用する端末には、その作業担当者の区分の作業受付情報が送信され
る。このため、コンピュータシステムを、それぞれ異なる区分の作業担当者が使用するシ
ステムとして機能させることができる。
【００３１】
　この作業担当者支援方法において、作業を担当する作業担当者が決定していない作業項
目を前記作業担当者が使用する端末に送信する段階は、前記各作業項目に対し、前記作業
受付情報に対応する優先度情報に基づいて、前記作業担当者が使用する端末に整列して表
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示するための順位付けを行う。
【００３２】
　これによれば、作業項目は、作業受付情報に対応する優先度情報に基づいて、作業担当
者の使用する端末に整列されて表示されるための順位付けが行われる。このため、作業担
当者は、優先度に基づく順番に並べられた作業項目を見ることができる。
【００３３】
　この作業担当者支援方法において、作業を担当する作業担当者が決定していない作業項
目を前記作業担当者が使用する端末に送信する段階は、順位付けされた前記各作業項目を
その順位付けに基づいて整列し、その整列した各作業項目を前記作業担当者の使用する端
末に送信する。
【００３４】
　これによれば、各作業項目を整列した情報が作業担当者端末に送信されるので、作業担
当者が使用する端末には、常に各作業項目が整列された状態で表示される。このため、作
業担当者は、優先順位が高い項目をすぐに判断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明を具体化した作業支援システムについての第１の実施形態を図１～図１７
に従って説明する。本実施形態では、担当区域内で機器の修理等の作業を行う作業担当者
が、自らの作業予定を選択する一方、作業に必要な部品を作業位置に別途届けるために、
部品を搬送する搬送担当者が使用する端末に、部品に関する情報を送信するシステムにつ
いて説明する。作業を行うフィールドは、複数の区域に分けられており、各区域にはその
区域を担当区域とする、単数又は複数の作業担当者が配置されている。作業担当者は、例
えば、自社で製造又は販売した製品や保守管理契約を結んだ製品等に対して修理やメンテ
ナンス等を行い、その製品の製品番号、機種等の情報は予め登録されているか、顧客から
作業依頼を受付けた時に登録されるものとする。
【００４４】
　図１は本実施形態のシステムの概略図である。管理サーバ１１は、顧客からの作業依頼
を受付ける管理センタに設置される。この管理サーバ１１は、内部に管理コンピュータ１
２を有する。この管理コンピュータ１２は、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ等で構成されてお
り、各種情報の送受信及び各記憶部に格納されるデータの読出し・書込み、作業担当者支
援プログラム及び各種プログラムの実行やデータ処理を行う。なお、管理コンピュータ１
２は、第１の提供手段、第２の提供手段、受付手段、更新手段及び判別手段に対応する。
【００４５】
　さらに管理サーバ１１は、ネットワークＮを介して作業担当者が使用する端末としての
作業担当者端末１３、搬送担当者が使用する端末としての搬送車端末１４及び搬送担当者
が使用する端末としての搬送用バイク端末１５に接続されている。作業担当者端末１３は
、作業担当者が使用する携帯電話の端末であり、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能を有する。この機能により、位置検出手段としてのＧＰＳ
衛星等（図示せず）を介して作業担当者端末１３の位置の緯度及び経度が取得される。ま
た、搬送車端末１４は、搬送車の係員である搬送担当者が使用する端末である。搬送車は
作業位置に部品を搬送する軽貨物車であり、複数区域に一台又は区域内に一台ずつ割り当
てられており、巡回又は待機している。搬送車端末１４は、ＧＰＳ機能を有する携帯電話
の端末であって、ネットワークＮを介して管理サーバ１１と部品に関する情報等の送受信
を行う。この搬送車端末１４の機能により、搬送車の緯度及び経度が取得される。一方、
搬送用バイクは、作業担当者が所持しない部品であって、かつ搬送車に搭載されないもの
を作業位置に搬送する。搬送用バイク端末１５は、搬送担当者としての搬送車バイクの係
員が使用する端末である。搬送用バイク端末１５には、管理サーバ１１からの電子メール
を受け取るためのプログラム等が格納されている。
【００４６】
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　また、管理サーバ１１は、ウェブサーバ１６としての機能を有する。ウェブサーバ１６
は、作業担当者端末１３に表示されるコンテンツ用のソフトウェアが格納されている。こ
のウェブサーバ１６に作業担当者端末１３がアクセスすることにより、作業担当者支援の
ための画面が作業担当者端末１３に表示される。コンテンツ用のソフトウェアには、各種
画面のデータ、表示用プログラム等が記憶されている。
【００４７】
　また、管理サーバ１１は、ネットワークＮを介してサービス部門端末１７及び故障診断
サーバ１８に接続されている。サービス部門端末１７は、顧客から受付けた作業依頼に関
する情報を入力するための端末であり、受付けた作業依頼情報を管理サーバ１１及び故障
診断サーバ１８に送信すると共に、故障診断サーバ１８から受信した、作業依頼に対する
故障の原因及び対処方法等の情報を表示部に表示する。故障診断サーバ１８は、故障の状
況に対応した原因や対処方法に関する故障情報が格納されている記憶部や、故障状況の原
因や対処方法を診断するためのプログラムを有している。そして、機器の故障状況の情報
から原因や対処方法を判断して、原因、対応方法、必要部品等の情報をサービス部門端末
１７に送信する。ここで、管理サーバ１１、サービス部門端末１７及び故障診断サーバ１
８はコンピュータシステムを構成する。
【００４８】
　また、管理サーバ１１は、受付情報記憶部２０、受付詳細情報記憶部２１、顧客情報記
憶部２２、担当者情報記憶部２３、担当者詳細情報記憶部２４、所持部品情報記憶部２５
、搬送車情報記憶部２６、及び搬送車部品情報記憶部２７を有する。なお、受付情報記憶
部２０及び受付詳細情報記憶部２１は、作業受付情報記憶手段に対応する。
【００４９】
　次に、各記憶部のデータ構造を図２に従って説明する。
　受付情報記憶部２０には、顧客からの作業依頼を受付けた際に入力された、作業受付情
報としての受付情報が、受付番号ごとに格納されている。作業受付情報としての受付情報
には、受付番号、顧客コード、機種、シリアルナンバー（Ｓ／Ｎ）、受付日時、指定担当
者、作業の緊急の要否、時間指定、機器の不具合に関する状況についての情報が格納され
ている。この受付情報は、受付番号を識別子としている。
【００５０】
　受付詳細情報記憶部２１には、故障診断サーバ１８や作業担当者端末１３等から受付け
た情報が受付番号ごとに格納されている。作業受付情報としての受付詳細情報には、受付
番号、修理方法、見込み時間、進捗コード、必要部品情報としての必要部品コード及び必
要個数、搬送車コード、作業を担当した作業担当者の識別子である、担当者コードが格納
されている。修理方法、見込み時間、必要部品コード、必要個数は故障診断サーバ１８に
より判別され、かつ送信された情報である。修理方法は、作業依頼に対する作業の方法で
あり、見込み時間は、作業に要する時間を推定したものである。部品の識別子としての必
要部品コードは、作業に必要な部品の識別子であり、必要個数は作業に必要な部品の個数
である。
【００５１】
　搬送車コードは、搬送車ごとに付与される識別子であり、必要部品を搬送車で送付する
場合に記憶される。また、進捗識別子としての進捗コードは、作業担当者の作業の進捗を
示す識別子であり、例えば「００」は未受任、「０１」は移動中、「０２」は作業中、「
０３」は作業終了として設定されており、作業担当者端末１３から送信される命令により
更新される。担当者コードは、作業を受任した作業担当者のコードである。この受付詳細
情報は、受付番号を識別子としており、受付番号は受付情報の受付番号に対応している。
【００５２】
　顧客情報記憶部２２には、顧客に関する情報が顧客ごとに格納されている。この情報は
、顧客先に機器が設置されたときや顧客との保守管理契約を結んだとき等に格納される情
報であり、修理の依頼を受付ける前に、既に格納された状態となっている。また、作業依
頼を受付けた時に変更が有る場合は、その都度更新される。顧客情報には、顧客コード、
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顧客名、住所、エリアコード、電話番号、緯度、経度及び契約状況等の詳細情報について
の情報が格納されている。エリアコードは、顧客先の住所に対応する区域の識別子である
。顧客コードは顧客情報の識別子として用いられ、受付情報の顧客コードに対応している
。
【００５３】
　担当者情報記憶部２３には、作業担当者に関する情報が作業担当者ごとに格納されてい
る。担当者情報には、担当者コード、担当者名、担当エリアコード、作業担当者端末１３
の携帯電話番号、電子メールアドレス、管理サーバ１１にアクセスする際のＩＤ及びパス
ワードが格納されている。担当エリアコードは、作業担当者が担当する区域の識別子が格
納されており、顧客情報記憶部２２のエリアコードと対応している。また、ＩＤ及びパス
ワードは担当者ごとに割り当てられている。担当者コードは作業担当者情報の識別子とし
て用いられる。
【００５４】
　担当者詳細情報記憶部２４には、作業担当者端末１３等から受信した情報が格納されて
いる。作業担当者詳細情報には、担当者コード、進捗コード、緯度及び経度が格納されて
いる。担当者コードは、作業担当者詳細情報の識別子として用いられ、作業担当者情報の
担当者コードに対応している。進捗コードは、作業の進捗状況を示す識別子であり、受付
詳細情報記憶部２１の進捗コードと対応している。
【００５５】
　所持部品情報記憶部２５には、作業担当者が所持している部品に関する情報が、作業担
当者ごとに格納されている。所持部品情報には、担当者コード、担当者が所持する部品の
識別子である、所持部品コード及び部品の個数が格納されている。担当者コードは、担当
者情報記憶部２３の担当者コードと対応している。また、作業担当者が所持する部品の種
類は決められているため、所持部品情報には、少なくとも、その決められた部品に関する
部品コードが格納されている。作業担当者が、ある部品を消耗して、その部品の所持個数
が０個となったときは、その所持部品コードに対応する個数のデータ領域に、０個を意味
する「０」が入力され、所持部品コードが削除されることはない。また、作業担当者が、
所持するように決められた部品以外の部品であって、搬送車等で送付された部品を新たに
受け取ったときは、受け取った部品の部品コードが所持部品コードに追加される。担当者
コードは、所持部品情報の識別子として用いられ、担当者情報及び担当者詳細情報の担当
者コードに対応している。
【００５６】
　搬送車情報記憶部２６には、搬送車又は搬送車の係員に関する情報が、搬送車ごとに格
納されている。搬送車情報は、搬送車コード、担当エリアコード、搬送担当者の使用する
搬送車端末１４の携帯電話番号、電子メールアドレス、搬送車の緯度及び経度が格納され
ている。搬送車コードは、搬送車情報の識別子として用いられる。
【００５７】
　搬送車部品情報記憶部２７には、搬送車が搭載している部品に関する情報が格納されて
いる。搬送部品情報としての搬送車部品情報は、搬送車コード、部品コード、部品の個数
が格納されている。また、搬送車に搭載される部品の種類は基本的には一定である。ある
種類の部品がなくなった場合は、その部品コードに対応する個数のデータ領域に、０個を
意味する「０」が入力される。
【００５８】
　次に、サービス部門端末１７の表示部に表示される表示画面について、図３に従って説
明する。作業依頼画面１７ａには、受付情報と、顧客から伝えられた機器の故障状況を故
障診断サーバ１８により故障診断した際に出力された情報とが表示されている。作業依頼
画面１７ａの上部では、受付番号、作業位置である顧客先の名称や住所、機器の機種等の
受付情報が表示されている。作業が緊急を要する場合には、受付担当者等により緊急チェ
ックボックス１７ｂにチェックが入れられる。また、「現象」表示部には、顧客から伝え
られた機器の不具合についての情報が表示されている。この「現象」表示部では、選択ボ
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タン１７ｃをクリックすることにより、別画面に表示される故障状況リストから故障の状
況を選択したり、状況補足欄に故障の状況について入力することができる。ここでは、状
況補足欄に「印刷時に異音発生」と入力されている。この状態から、「診断」表示部の故
障診断ボタン１７ｄを押すと、「現象」情報表示部で入力された情報が、故障診断サーバ
１８に送信される。故障診断サーバ１８はこれらの情報を受付けて診断を行い、必要があ
ればさらに故障状況を特定するための質問をサービス部門端末１７へ送信し、受付担当者
等により入力された返答を受信する。そして、故障の原因、修理の方法、修理に必要な部
品の部品コード及び個数、見込み時間が含まれる故障情報をサービス部門端末１７に送信
する。この故障情報は、顧客からの一回の作業依頼について一つの場合もあるが、複数の
場合もある。つまり、故障診断サーバ１８では、顧客から受付けた故障状況から、それに
対応するいくつかの故障原因が抽出され、それに対応した修理の方法等が抽出され、かつ
送信される。サービス部門端末１７では、それらの情報を受信する。そして、故障情報を
サービス部門端末１７の表示部に表示することにより、故障情報が管理センタの受付担当
者等により一つに確定されると、確定された故障情報が、作業依頼画面１７ａの「診断」
情報表示部に表示される。ここでは、故障原因に「インプットギア１＆２の破損確認」と
表示されている。修理方法としては、「インプットギア１交換（５分）」、「インプット
ギア２交換（１５分）」と、修理方法の指示及び修理に要する見込み時間がそれぞれ表示
されている。また、必要部品としては、「１０４２＃１，１０５２＃１」と部品コード及
びその部品の個数がそれぞれ表示されている。そして、作業依頼画面１７ａの下部に表示
された依頼ボタン１７ｅがクリックされると、修理情報が管理サーバ１１に送信され、受
付詳細情報記憶部２１が更新される。
【００５９】
　このように、故障情報が管理センタの受付担当者等により確定され、その修理方法に部
品を使用する場合は、図４の部品発送リスト画面１７ｆにおいて、その案件が部品発送の
ためのリストの中に表示される。このリストには、作業依頼の受付番号、送付先、依頼時
間、部品数が表示される。受付番号欄には、受付番号が表示されており、受付番号を選択
すると、図５に示す部品発送画面１７ｇが表示される。部品発送画面１７ｇには、受付番
号や顧客先等を含む受付情報等と、どのような手段で送付するか選択する、手段選択欄１
７ｈが部品コードごとに表示される。手段選択欄１７ｈでは、プルダウンメニューの中に
、搬送車、作業担当者、搬送用バイクのうち少なくとも一つが表示されるようになってい
る。搬送用バイクは、緊急に部品を送付しなければならない場合のために、常に手段選択
欄１７ｈに選択可能に表示される。図５では、顧客の住所である渋谷区が担当区域である
搬送車の軽貨物車１が表示されている。作業担当者が所持せず、搬送車に搭載されていな
い部品が作業に必要な場合は、手段選択欄１７ｈには搬送用バイクのみが表示される。こ
の手段選択欄１７ｈで部品を準備する手段が選択され、部品送付ボタン１７ｉが押される
と、例えば、軽貨物車１が選択されていた場合は、軽貨物車１の搬送担当者が所持する搬
送車端末１４に、届け先、必要な部品の部品コード及び個数等の情報が電子メールにより
送付される。搬送担当者は、その電子メールを受信すると、搬送車により届け先に向かう
。搬送用バイクが選択された場合は、搬送用バイク端末１５に電子メールが送信される。
搬送用バイクには部品が搭載されていないため、管理センタや部品倉庫の部品管理者等か
ら部品を受け取り、顧客先に向かう。なお、搬送用バイクは全区域に対して単数以上であ
ればよい。また、複数の搬送用バイクを配置する場合、それぞれの担当区域を設定しても
よい。
【００６０】
　次に、作業担当者端末１３の表示部に表示される表示画面について、図６～図１２に従
って説明する。作業担当者は、作業が終了したとき等、受任した案件がなくなると、新た
に案件を受任するために作業担当者端末１３を使用して管理サーバ１１にアクセスする。
管理サーバ１１内のウェブサーバ１６は、作業担当者端末１３に、ＩＤとパスワードを入
力する初期画面の情報を送信し、作業担当者は作業担当者端末１３の表示部に初期画面を
表示させ、ＩＤ及びパスワードを入力して管理サーバ１１に送信する。管理サーバ１１は
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、ＩＤ及びパスワードを認証すると、図６に示す、メニュー画面１３ａを、ウェブサーバ
１６を介して作業担当者端末１３の表示部に出力させる。メニュー画面１３ａには、「１
修理依頼一覧」、「２到着／部品受取」、「３修理終了報告」、「４技術情報」のメニュ
ー項目が表示される。このメニュー項目のうち、いずれかの項目を選択することにより、
その番号に応じた次画面が表示される。
【００６１】
　図７は、「１修理依頼一覧」項目を選択したときに表示される依頼リスト画面１３ｂで
ある。この画面には、既に受信されている作業担当者のＩＤに基づいて、そのＩＤに対応
する作業担当者の担当エリアの作業項目が表示されている。ここでは、「エリアＥ」の作
業項目が表示されている。リスト内の各作業項目には、受付番号及び機種が表示されてお
り、必要に応じて、緊急、時間指定、送付部品の有無（無い場合は表示されない）及び指
定担当者の項目等が表示される。この画面で、リストの下の位置表示ボタン１３ｃを押す
と、図８の地図画面１３ｄが表示される。この地図画面１３ｄには、エリア内の顧客の位
置１３ｅと各作業担当者の位置１３ｆが示される。顧客の位置は受付番号によって示され
、作業担当者の位置は担当者ごとの番号によって示される。このため、作業担当者は、訪
問先と作業担当者との相対距離を知ることができる。この画面内の受付番号又は依頼リス
ト画面１３ｂの受付番号を押すと、対応する作業の情報が表示された次画面が表示される
。例えば、受付番号「１８－１１１１」を押すと、受付番号「１８－１１１１」に対応し
た、図９に示す依頼詳細画面１３ｇが表示される。この依頼詳細画面１３ｇには、受付番
号、受付日時、顧客に関する情報、機種等の情報と、依頼がきたときの機器の状況、それ
に対する修理方法、修理にかかる見込み時間、修理に必要な部品が表示される。このよう
に、依頼詳細画面１３ｇと地図画面１３ｄとにより、作業の緊急の要否、指定担当者の有
無、見込み時間、機種、顧客先と作業担当者との相対距離等を考慮することにより、作業
担当者は受任する作業を選択する。そして、作業担当者が案件受取ボタン１３ｈを押すと
、管理サーバ１１に対して、その作業項目を作業担当者に受任するように、受任情報とし
ての進捗更新命令が送信される。管理サーバ１１ではその命令が受信されると、選択され
た作業項目に対応する管理サーバ１１の受付詳細情報記憶部２１内の進捗コードを「移動
」を意味する「０１」に設定すると共に、作業担当者のＩＤに対応した担当者コードを記
憶する。
【００６２】
　次に、図６のメニュー画面１３ａにおいて「２到着／部品受取」項目が選択されたとき
に表示される次画面について、図１０に従って説明する。作業担当者は、作業位置である
顧客先に到着すると、管理サーバ１１にアクセスしてＩＤ及びパスワードの認証を受け、
メニュー画面１３ａで「２到着／部品受取」項目を選択する。管理サーバ１１は、先に送
信されたＩＤに対応する担当者コードを抽出し、この担当者コードが格納され、進捗コー
ドが「０１」、すなわち移動中に設定されている受付詳細情報を抽出する。そして、抽出
した受付詳細情報の中から、必要部品及び必要個数等を抽出し、作業担当者端末１３に送
信する。作業担当者端末１３ではこれらの情報を受信し、図１０に示す到着報告画面１３
ｉを表示する。そして、作業担当者により、現場到着確認ボタン１３ｊが押されると、受
付詳細情報及び担当者詳細情報内の進捗コードが、作業中を示す「０２」に設定される。
また、搬送車又は搬送用バイクで顧客先に送付された部品がある場合は、「部品受取確認
」欄に送付した部品の部品コード及び個数が表示されている。このとき、作業担当者は顧
客先に部品が届いているか否かを確認する。部品の有無が確認されると、作業担当者は、
送付されていた部品に対応するチェックボックスにチェックを入れる。そして、確認ボタ
ン１３ｋを押して、次画面（図示せず）で選択した部品が表示されていることを確認した
後、送信ボタン（図示せず）を押して、受取部品情報を管理サーバ１１に送信する。管理
サーバ１１では、受取部品情報を受信して、所持部品情報記憶部２５と、搬送車部品情報
記憶部２７を更新する。搬送用バイクで部品を送付した場合は、所持部品情報記憶部２５
のみを更新し、搬送車部品情報記憶部２７は更新されない。ここでは、作業担当者が、「
１０４２」を１個、「１０５２」を１個受け取ったため、所持部品情報に、上記の部品コ
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ードと個数とが加算され、搬送車部品情報の「１０４２」と「１０５２」とに対応する部
品の個数が１個ずつ減算される。
【００６３】
　次に、図６のメニュー画面１３ａにおいて、「３修理終了報告」項目を選択したときに
表示される次画面について、図１１に従って説明する。作業担当者は、作業が終了すると
、管理サーバ１１にアクセスしてＩＤ及びパスワードの認証を受け、メニュー画面１３ａ
で「３修理終了報告」項目を選択する。管理サーバ１１は、既に受信したＩＤにより、作
業担当者の担当者コードを検出し、その担当者コードが格納され、進捗コードが「０２」
、すなわち作業中として設定されている受付情報と受付詳細情報とを検索し、機種、必要
部品、必要個数等を抽出して、作業担当者端末１３に送信する。作業担当者端末１３はこ
れらの情報を受信して、表示部に終了報告画面１３ｍを表示する。終了報告画面１３ｍで
は、故障の「現象」、「原因」、故障に対して行った「処理」の選択欄、必要部品の部品
コード、個数及びそれらに対応するチェックボックス等が表示されている。作業担当者は
、「現象」選択欄から、不具合を生じていた機器の現象を選択する。次に、「原因」選択
欄から不具合の原因を選択し、「処理」選択欄から、機器の不具合に対して行った処理を
選択する。そして次に、作業担当者は、部品の表示に基づいて、使用した部品を選択し、
対応するチェックボックスにチェックを入れる。ここでは、部品が送付された手段を問わ
ず、受付詳細情報の必要部品コード及び個数がそのまま表示される。その他に使用した部
品があれば、その部品コードを入力し、部品追加ボタン１３ｎを押して登録を確認する。
そして、すべての項目が入力されると、作業終了ボタン１３ｐを選択する。作業終了ボタ
ン１３ｐが選択されると、管理サーバ１１に、作業終了情報としての進捗更新命令と使用
部品情報とが送信され、作業担当者の進捗コードが「０３」、すなわち作業終了として設
定される。そして、終了報告画面１３ｍで入力された現象等の情報は故障診断サーバ１８
に送信される。また、使用部品情報により、所持部品情報記憶部２５が更新される。また
、追記ボタン１３ｑを押すと、次画面（図示せず）が表示され、この画面において再度訪
問の必要があるとき等の連絡事項を入力することができる。
【００６４】
　次に、図６のメニュー画面１３ａにおいて、「４技術情報」項目が選択されたときの画
面について、図１２に従って説明する。作業担当者が、作業について確認したい技術情報
があるときは、管理サーバ１１にアクセスしてＩＤ及びパスワードの認証を受け、メニュ
ー画面１３ａで「４技術情報」項目を選択する。「４技術情報」が選択されると、図１２
に示す技術情報画面１３ｒが作業担当者端末１３の表示部に表示される。この技術情報画
面１３ｒには、機種選択欄、分類選択欄、検索用語入力欄、検索表示ボタン１３ｓが表示
されている。これらの欄から検索したい項目を選択又は入力し、検索表示ボタン１３ｓを
選択することにより、故障診断サーバ１８に作業技術情報要求が送信される。故障診断サ
ーバ１８内に対応した作業技術情報が存在する場合は、検索表示ボタン１３ｓの下方に作
業技術情報が表示される。
【００６５】
　次に、管理サーバ１１が提供する作業担当者支援システムについて、作業担当者の作業
を支援するための各種手順を図１３～図１７に従って説明する。まず、顧客から依頼を受
付けて、作業に必要な部品を準備する手順について、図１３に従って説明する。管理セン
タに配置される受付担当者等は、電話や電子メール等により、顧客からの作業依頼を受付
ける。この作業依頼は、既に設置してある機器に不具合が生じたときに依頼されるもので
ある。受付担当者は、顧客から、顧客コード又は顧客名、機器の機種、シリアルナンバー
、故障状況等についての情報を得て、サービス部門端末１７に入力する。さらに、管理セ
ンタの受付担当者は、受付番号、受付日時、必要に応じて、緊急の要否、時間の指定及び
担当者の指定に関する情報をサービス部門端末１７に入力する（Ｓ１－１）。サービス部
門端末１７に受付情報が入力されると、サービス部門端末１７は、管理サーバ１１及び故
障診断サーバ１８に受付情報を送信する（Ｓ１－２）。管理サーバ１１は、受付情報を受
信して受付情報記憶部２０に記憶する（Ｓ１－３）。一方、故障診断サーバ１８では、ま
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ず受付情報を受信し（Ｓ１－４）、受付情報に基づいて故障診断処理を行う（Ｓ１－５）
。故障診断処理により、原因、修理方法、修理に必要な部品及び修理に要する見込み時間
等の故障情報が出力され、サービス部門端末１７に送信される（Ｓ１－６）。この故障情
報には、通常複数の原因が想定され、複数の修理方法が提案されている。サービス部門端
末１７は故障情報を受信し（Ｓ１－７）、その表示部に故障情報を表示する（Ｓ１－８）
。そして管理センタに配置される受付担当者等が、表示された複数の故障情報の中から最
も確かだと思われる情報を確定する。故障情報が確定されると、サービス部門端末１７は
、選択された故障情報を管理サーバ１１に送信する（Ｓ１－９）。管理サーバ１１ではそ
の故障情報を受信し、受付詳細情報記憶部２１に受付番号、修理方法、見込み時間、必要
部品コード及び必要個数を格納させる（Ｓ１－１０）。そして、管理サーバ１１は、部品
情報を送信するための部品情報送信処理を行う（Ｓ１－１１）。
【００６６】
　この部品情報送信処理について、図１４に従って説明する。まず、管理サーバ１１は、
必要部品が、作業担当者が所持する種類の部品であるか否か、顧客先の住所を含むエリア
を担当する作業担当者の所持部品情報記憶部２５を検索する（Ｓ２－１）。そして、作業
担当者が所持する部品か否か判断する（Ｓ２－２）。ここで、同一の部品コードが存在し
た場合（Ｓ２－２においてＹＥＳ）、作業担当者のいずれかがその部品を有しているもの
とみなし、部品発送画面１７ｇの手段選択欄１７ｈに作業担当者を表す表示を出力し、処
理を終了させる。同一の部品コードが存在しない場合（Ｓ２－２においてＮＯ）、必要部
品が搬送車に搭載されている部品か否かについて判断するため、顧客先の住所からエリア
コードを検出し、そのエリアを担当する搬送車を選択する。そして、受付詳細情報記憶部
２１に格納された必要部品コードと同一の部品コードが存在するか否か、搬送車部品情報
記憶部２７を検索する（Ｓ２－３）。そして、同一の部品コードを有する搬送車部品情報
が存在した場合は、その搬送車部品情報内に格納された個数が、受付詳細情報記憶部２１
の必要部品個数を満たすか否かが検索され、搬送車が必要な個数の必要部品を所持してい
るか否かが判断される（Ｓ２－４）。搬送車が必要部品を所持している場合（Ｓ２－４に
おいてＹＥＳ）、部品発送画面１７ｇの手段選択欄１７ｈに搬送車が表示される。手段選
択欄１７ｈの表示の中から搬送車が選択されると、選択された搬送車の搬送車端末１４に
、必要部品コード、必要個数、部品の送付先である顧客名及び住所を含む情報が送信され
（Ｓ２－５）、処理を終了する。このとき受付詳細情報には、部品の送付を担当する搬送
車の搬送車コードが記憶される。そして、搬送担当者は、受信した情報に従って必要部品
コードに対応する部品を届け先に届ける。搬送車が所持していない場合（Ｓ２－４におい
てＮＯ）、搬送用バイク端末１５に、必要部品コード、必要個数、部品の送付先である顧
客名及び住所を含む情報が送信される（Ｓ２－６）。そして、搬送用バイクの係員は、管
理センタ又は部品倉庫でそれらの部品を受け取って、届け先に届ける。このとき、受付詳
細情報には、搬送用バイクの識別子が記憶される。この識別子は、搬送用バイクごとの識
別子でなくてもよい。
【００６７】
　次に、作業担当者が作業を受任する手順について、図１５に従って説明する。作業担当
者は、受け持っている作業がなくなると作業担当者端末１３を使用して管理サーバ１１に
アクセスする。そして、ウェブサーバ１６を介して、管理サーバ１１によりＩＤ及びパス
ワードの認証が行われ、作業担当者端末１３にメニュー画面１３ａが表示される。メニュ
ー画面１３ａにおいて「１修理依頼一覧」が選択されると、リストを呼び出す命令が管理
サーバ１１に送信される（Ｓ３－１）。管理サーバ１１は、作業担当者のＩＤから、作業
担当者が担当するエリアの作業依頼項目（作業項目）を受付情報記憶部２０から抽出する
。なお、作業項目は、受任情報内に格納されている情報であって、作業依頼リスト等に表
示される情報である。
【００６８】
　そして、抽出された受付情報に対応する受付詳細情報において、進捗コードが「００」
、すなわち受任されていないとして設定されている受付詳細情報と、それに対応する受付
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情報とをさらに抽出し、作業依頼リストを送信する（Ｓ３－２）。作業担当者端末１３で
は、管理サーバ１１が送信した情報を受信して、作業依頼リストを表示する（Ｓ３－３）
。作業担当者は、作業依頼リストから対応可能な機種や緊急の要否及び指定担当者の有無
等に従って作業依頼項目を選択し、依頼詳細画面１３ｇを閲覧する。また、作業担当者は
必要に応じて、依頼リスト画面１３ｂの「位置表示」ボタン１３ｃを押して、地図画面１
３ｄを表示させ、作業担当者と顧客先との相対位置を確認する。このため、作業依頼項目
を選択する際に作業担当者自身の位置と訪問する位置との相対距離を考慮することができ
る。そして、作業担当者が作業依頼項目を選択して、依頼詳細画面１３ｇの案件受取ボタ
ン１３ｈを押すと、受任情報としての進捗更新命令が管理サーバ１１に送信され、受任報
告が行われる（Ｓ３－４）。管理サーバ１１は進捗更新命令を受信し、受付詳細情報の進
捗コードを「０１」、すなわち移動中とし、担当者コードに作業担当者の担当者コードを
格納して、受付詳細情報記憶部２１を更新する（Ｓ３－５）。
【００６９】
　次に、作業担当者が顧客先に到着したときに行う到着報告を行う手順について図１６に
従って説明する。作業担当者は、作業担当者端末１３を使用して管理サーバ１１にアクセ
スする。そして、ウェブサーバ１６を介して、管理サーバ１１によりＩＤ及びパスワード
の認証を受けて、メニュー画面１３ａから到着報告画面１３ｉを呼び出す（Ｓ４－１）。
管理サーバ１１はこの命令を受けて、進捗コードが「０１」（移動中）に設定されると共
に、作業担当者のＩＤに対応した担当者コードが格納された受付詳細情報を抽出する。そ
の抽出された受付詳細情報内に、搬送車コード又は搬送用バイクの識別子が格納されてい
るとき、管理サーバ１１は必要部品コードと必要個数等の情報を送信する（Ｓ４－２）。
作業担当者端末１３はこれらの情報を受信して、現場到着確認ボタン１３ｊ、送付部品の
部品コードと個数が表示された到着報告画面１３ｉを表示する（Ｓ４－３）。そして、作
業担当者は、到着報告画面１３ｉの現場到着確認ボタン１３ｊを押して、進捗コードを「
０２」、すなわち作業中に更新する進捗更新命令を送信する（Ｓ４－４）。管理サーバ１
１はその情報を受付け、進捗コードを「０２」、すなわち作業中に設定して受付詳細情報
記憶部２１及び担当者詳細情報記憶部２４を更新する（Ｓ４－５）。次に、作業担当者端
末１３で、送付部品の情報が受信されたか否か判断する（Ｓ４－６）。送付部品情報が受
信されていない場合（Ｓ４－６においてＮＯ）、そのまま処理を終了する。送付部品情報
が受信されている場合（Ｓ４－６においてＹＥＳ）、作業担当者は顧客先に送付されてい
た部品の部品コードと個数とを確認する。そして、部品に対応するチェックボックスにチ
ェックを入れて、確認ボタン１３ｋを押して受取部品情報を管理サーバ１１に送信する（
Ｓ４－７）。ここで、部品の情報が受信されているにも関わらず、チェックボックスにチ
ェックが全く入れられない場合は、「送付部品は無しでよろしいですか」等のメッセージ
を表示するようにしてもよい。一方、管理サーバ１１は受取部品情報を受信したか否かを
判断する（Ｓ４－８）。受取部品情報を受信した場合（Ｓ４－８においてＹＥＳ）は、搬
送車に搭載された部品が減ったとして、搬送車部品情報内の、作業担当者が受け取った部
品に対応する部品個数を減算する（Ｓ４－９）。このとき、搬送車部品情報内に、受け取
った部品の部品コードがない場合は、搬送用バイクにより送付されているため、部品個数
を更新しない。さらに、作業担当者が所持する部品が増えたとみなし、所持部品情報に受
け取った部品の個数を加算する（Ｓ４－１０）。また、受け取った部品の情報が受信され
ない場合（Ｓ４－８においてＮＯ）は、処理を終了する。
【００７０】
　次に、作業担当者が作業を終了したときに作業終了報告を行う手順について、図１７に
従って説明する。作業担当者は、作業が終了すると作業担当者端末１３を使用して管理サ
ーバ１１にアクセスする。そして、ウェブサーバ１６を介して、管理サーバ１１によりＩ
Ｄ及びパスワードの認証を受ける。そして、ウェブサーバ１６から送信された、メニュー
画面１３ａの「３修理終了報告」を選択し、終了報告画面１３ｍの呼び出し命令を送信す
る（Ｓ５－１）。管理サーバ１１はこの命令を受信し、進捗コードが「０２」、すなわち
作業中に設定されると共に、受信したＩＤに対応する担当者コードが格納された受付詳細
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情報の必要部品、必要個数及びこの受付詳細情報に対応した受付情報の機種等の情報を抽
出する。
【００７１】
　そして、管理サーバ１１は、終了報告を行う画面を表示させるための情報を送信する（
Ｓ５－２）。作業担当者端末１３では、それらの情報を受信し、終了報告画面１３ｍを表
示させる（Ｓ５－３）。そして、作業担当者は不具合の現象、その原因及びその不具合に
対して行った処理を入力し、使用した部品に対応するチェックボックスにチェックを入れ
る。さらに、作業終了ボタン１３ｐを押して、作業進捗更新命令と使用部品情報とを管理
サーバ１１に送信して終了報告を行い送信する（Ｓ５－４）。管理サーバ１１では、これ
らの情報を受信する。そして受付詳細情報記憶部２１及び担当者詳細情報記憶部２４の進
捗コードを「０３」、すなわち作業終了として設定する。そして、作業担当者が所持する
部品を使用したとして、所持部品情報から使用部品の個数を減算する（Ｓ５－５）。搬送
車等により、別途部品が送付されたときも、到着報告の際に所持部品情報に受け取った部
品の個数が加算されているため、終了報告の際に所持部品情報の個数が減算される。更に
、原因や処理方法は、故障診断サーバ１８に送信され（Ｓ５－６）、故障情報記憶部が更
新される。
【００７２】
　第１の実施形態の作業担当者支援方法及び作業担当者支援プログラムによれば、以下の
ような効果を得ることができる。
　（１）第１の実施形態によれば、作業担当者は管理サーバ１１から作業依頼リストを受
信し、その中から作業依頼項目を選択し、次の作業を自ら受任することができる。このた
め、作業担当者の作業予定を作成する必要がなくなり、管理センタの作業指示者等の負担
を低減化させることができる。もしくは、管理センタに作業指示者を配置させる必要がな
くなる。また、作業依頼リストには、機種、緊急の要否、指定担当者の有無等が表示され
る。このため、作業担当者はそれらの情報を考慮して、次の作業を選択することができ、
作業を効率的に進めることができる。また、作業依頼リストは受付詳細情報記憶部２１の
進捗コードが「００」、すなわち受任前として設定されている作業依頼項目を抽出して作
成される。このため、作業項目を二重に受任する等の誤入力を防止することができる。
【００７３】
　（２）第１の実施形態では、故障診断処理により修理方法、修理に必要な部品、原因及
び見込み時間等の故障情報が出力される。そして、修理に必要な部品が、作業担当者が所
持しない種類の部品であって搬送車に搭載されている場合は、部品コード、個数及び顧客
の住所等の情報が搬送車端末１４に送信される。作業担当者が所持しない種類の部品であ
って搬送車に搭載されていない部品である場合は、搬送用バイク端末１５に、搬送する部
品に関する情報が電子メールにて送信される。このため、搬送車または搬送用バイクによ
り顧客先に部品を送付させることができる。従って、このとき、作業担当者は部品を準備
する必要がなくなり、作業担当者の負担を低減化させることができる。また、上記実施形
態では、修理に必要な部品が微小な場合には、作業担当者がその部品を所持する。このた
め、小さな部品の場合は搬送車で送付する必要がなくなり、作業担当者が所持する部品を
使用する。従って、部品の準備を効率的に行うことができる。
【００７４】
　（３）第１の実施形態によれば、作業担当者端末１３が有するＧＰＳ機能により取得さ
れた緯度及び経度、顧客先の住所の緯度及び経度、作業担当者の位置と顧客先の位置が表
示された地図画面１３ｄを、作業担当者端末１３の表示部に表示させることができる。こ
のため、作業担当者は、顧客先と作業担当者との相対距離を考慮して、次に受任する作業
を選択することができる。
【００７５】
　（４）第１の実施形態によれば、管理サーバ１１により、作業担当者が担当する区域の
、進捗コードが「００」、すなわち未受任の作業依頼項目のみが作業担当者端末１３に送
信される。このため、作業依頼項目が二重に受任される等の誤入力を防ぐことができる。
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【００７６】
　（５）第１の実施形態によれば、作業担当者端末１３から受任報告を行った際に送信さ
れる受任更新命令により、進捗コードが「０１」、すなわち移動中として設定される。こ
のため、受付詳細情報記憶部２１内の進捗コードを検索することにより、受任の有無を判
別することができる。また、受任更新命令により、受付詳細情報内に作業を受任した作業
担当者の担当者コードが記憶される。このため、作業依頼項目を受任した作業担当者を判
別することができる。
【００７７】
　（６）第１の実施形態によれば、作業担当者が顧客先に到着したとき、作業担当者端末
１３から、顧客先に送付されていた部品の、部品コードと個数とが送信される。そして、
管理サーバ１１では、顧客先で受け取った部品が、搬送車によって送付された部品の場合
は、搬送車部品情報記憶部２７の部品の個数を減算し、所持部品情報記憶部２５の部品の
個数を加算する。このため、効率的に部品の管理を行うことができる。
【００７８】
　（７）第１の実施形態によれば、作業担当者が顧客先に到着したとき、作業担当者端末
１３から、受付詳細情報の進捗コードを「０２」、すなわち作業中に設定する命令を送信
するようにした。このため、担当者詳細情報記憶部２４の進捗コードを検索することによ
り、作業担当者が作業を開始した作業項目を判別することができる。
【００７９】
　（８）第１の実施形態では、作業終了報告のときには、管理サーバ１１は使用予定部品
である、必要部品及び必要個数を抽出して送信する。作業担当者は、作業担当者端末１３
により使用予定の部品に関する情報を受信し、使用した部品に対応する情報を選択する。
このとき、管理サーバ１１は作業担当者の所持する部品個数を減算する。従って、効率的
に部品の管理を行うことができる。
【００８０】
　（９）第１の実施形態によれば、管理サーバ１１は、機器の不具合の現象、原因、処理
の選択欄、使用予定の部品コード及び個数が表示された終了報告画面１３ｍを、作業担当
者端末１３に送信する。作業担当者は、現象、原因、処理等を入力し、使用した部品に対
応するチェックボックスにチェックを入れ、管理サーバ１１に修理に関する情報を送信す
る。このため、これらの情報を故障情報として、故障診断サーバ１８に格納することがで
きる。
【００８１】
　（１０）第１の実施形態によれば、作業終了報告のときに、作業担当者が送信する進捗
更新命令により、「０３」、すなわち作業終了として進捗コードを設定することができる
。このため、受付詳細情報記憶部２１及び担当者詳細情報記憶部２４の進捗コードを検索
することにより作業終了項目を判別することができる。
【００８２】
　（１１）第１の実施形態によれば、作業担当者端末１３には、作業に必要な技術情報が
表示された技術情報画面１３ｒが表示されるようにした。このため、作業中等に、作業担
当者は作業に必要な情報を容易に得ることができる。従って、作業を効率的に進めること
ができる。
【００８３】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明を具体化した作業支援システムについての第２の実施形態を図１８及び図
１９に従って説明する。なお、第２の実施形態は、第１の実施形態の作業支援システムの
一部を変更したのみの構成であるため、同様の部分についてはその詳細な説明を省略する
。
【００８４】
　図１８に示すように、管理サーバ１１に備えられた顧客情報記憶部２２には、顧客情報
が顧客ごとに格納されている。顧客情報には、顧客コード、顧客名、住所、エリアコード
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、電話番号、緯度、経度、シリアルナンバー（Ｓ／Ｎ）、保証期間、優先度及び詳細情報
が格納されている。シリアルナンバーには、顧客先に設置された機器のシリアルナンバー
が格納されている。従って、顧客先に、メンテナンスの対象となる機器が複数設置されて
いる場合は、顧客情報の中に複数のシリアルナンバー、保証期間等が格納される。保証期
間は、メンテナンスの対象となる機器の保証期間を示す。優先度には、顧客の優先度を示
す情報が格納されている。本実施形態では保守契約の有無を示す情報が格納される。
【００８５】
　次に、管理サーバ１１が未受任の作業項目に関する情報を送信する手順について、図１
５に従って説明する。まず、作業担当者端末１３が、リストを呼び出す命令を管理サーバ
１１に対して送信する（Ｓ３－１）。管理サーバ１１は、作業担当者のＩＤに基づいて、
作業担当者の担当するエリア内の未受任の作業項目を受付情報記憶部２０から抽出する。
又は、管理サーバ１１は、前記リスト呼び出し命令とともに送信されたエリアを指定する
命令を受信して、そのエリア指定命令に対応するエリアの未受任の作業項目を受付情報記
憶部２０から抽出する。なお、このエリア指定命令は、図１９に示す、後述する依頼リス
ト画面１３ｔのエリア選択部Ｍにおいてエリアが選択された場合に、作業担当者端末１３
から送信される。
【００８６】
　管理サーバ１１は、未受任の作業項目情報を抽出すると、予め受信した作業担当者のＩ
Ｄに基づいて、その作業担当者が指定されている作業項目があるか否かを検索する。具体
的には、管理サーバ１１は、抽出した作業項目に対応する受付情報内に指定担当者の名前
又は識別子が格納されているか否かを検索する。担当者が指定された受付情報がある場合
には、それに対応する作業項目情報の順位を最も高く設定する。
【００８７】
　さらに、管理サーバ１１は、他の未受任の作業項目情報について、各顧客の優先度及び
作業の緊急の要否に基づいて順位付けを行い、各項目をその順位付けに従って整列する。
具体的には、管理サーバ１１は、顧客情報記憶部２２を検索して、抽出された作業項目に
対応する顧客情報から優先度を抽出する。そして、その優先度に基づいて、各項目を整列
させる。つまり、管理サーバ１１は、保守契約がある（優先度が高い）項目と、保守契約
がない（優先度が低い）項目とに分ける等して、優先度に基づいて整列させる。また、管
理サーバ１１は、優先度の高い各項目内及び優先度の低い各項目内において、緊急である
か否かに基づいて各項目をそれぞれ整列させる。このとき、緊急である項目の方が高い順
位を付けられる。その結果、管理サーバ１１は、各作業項目を、優先度が高く緊急である
項目、優先度が高く緊急でない項目、優先度が低く緊急である項目、優先度が低く緊急で
ない項目の順番に整列させる。
【００８８】
　管理サーバ１１は、各項目を整列すると、その整列させた作業依頼リストを作業担当者
端末１３に送信する（Ｓ３－２）。作業担当者端末１３は、作業依頼リストを受信して、
その表示部にリストを表示する（Ｓ３－３）。このときに作業担当者端末１３の表示部に
表示される依頼リスト画面１３ｔについて図１９に従って説明する。依頼リスト画面１３
ｔには、各エリア内の顧客先から依頼された作業項目が表示されている。また、依頼リス
ト画面１３ｔには、エリア選択部Ｍが表示されており、このエリア選択部Ｍが選択される
と、プルダウンメニューの中に各エリア名が表示されるようになっている。そして、その
プルダウンメニューから一つのエリア名を選択すると、作業担当者端末１３は上述したエ
リア指定命令を管理サーバ１１に送信する。
【００８９】
　依頼リスト画面１３ｔには、一覧表示領域Ｚ１が設けられている。この一覧表示領域Ｚ
１内には、作業項目ごとに作業項目表示領域Ｚ２が表示されている。各作業項目表示領域
Ｚ２には、受付番号、受付日時が表示されている。そして、作業担当者の指定がある場合
は、その作業項目は管理サーバ１１により最も高い順位に設定されているので、各作業項
目表示領域Ｚ２のうち、最も上方に表示されている。また、担当者の指定がある場合は、
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図１９中最も上の作業項目表示領域Ｚ２に示すように指定表示部Ｚ３が設けられ、その指
定表示部Ｚ３には指定された担当者名が表示される。なお、指定担当者が設定された作業
項目は、その指定された担当者が管理サーバ１１にアクセスした場合のみ、その担当者の
作業担当者端末１３に表示されるようになっている。つまり、指定表示部Ｚ３は、管理サ
ーバ１１が、指定された担当者以外のＩＤを認証した場合には、担当者を指定する依頼が
あっても、その依頼に関する情報を送信しない。
【００９０】
　また、各作業項目表示領域Ｚ２には、契約表示部Ｚ４がそれぞれ設けられている。この
契約表示部Ｚ４には、その作業項目の依頼をした顧客と保守契約を締結しているか否かが
示されている。管理サーバ１１は、保守契約がある顧客から依頼された作業項目に対して
高い順位付けを行って、その順位付けに従って各項目を整列させているので、保守契約が
ある項目は、担当者指定の項目の下に表示されている。担当者が指定された項目がない場
合は、保守契約がある作業項目は最も上に表示される。
【００９１】
　また、各作業項目表示領域Ｚ２には、保証表示部Ｚ５がそれぞれ表示されている。保証
表示部Ｚ５には、その作業の依頼の対象となる機器が保証期間内であるか否かが示されて
いる。作業担当者は、この保証期間内であるか否かを視認して、作業に対して請求する料
金を決定するようになっている。さらに、作業が緊急を要する場合には、図１９中最も下
の作業項目表示領域Ｚ２に示すように、緊急表示部Ｚ６が設けられ、緊急の要否を視認で
きるようになっている。なお、図１９には図示を省略したが、保守契約がある項目内及び
保守契約がない項目内において、緊急である項目の方が管理サーバ１１によって高い順位
付けをされているので、緊急である項目は緊急でない項目よりも上方に表示されるように
なっている。また、この他に、作業項目表示領域Ｚ２には、作業の対象となる機器の機種
等が表示されている。
【００９２】
　このように管理サーバ１１によって整列され、依頼リスト画面１３ｔに表示された各項
目は、上方に表示された項目ほど、その担当者が優先して行うべき項目になるように並べ
られて表示されている。従って、作業担当者は、この依頼リスト画面１３ｔを視認し、リ
ストの上方に表示された作業項目から受任する。つまり、最も上に表示された作業依頼項
目を選択して、図９に示す依頼詳細画面１３ｇの案件受取ボタン１３ｈを選択する。する
と、作業担当者端末１３は、受任情報としての進捗更新命令を送信し、受任報告を通知す
る（Ｓ３－４）。管理サーバ１１は進捗更新命令を受信し、受付詳細情報記憶部２１を更
新する（Ｓ３－５）。
【００９３】
　第２の実施形態の作業担当者支援方法及び作業担当者支援プログラムによれば、第１の
実施形態の（１）～（１１）に記載の効果に加えて以下のような効果を得ることができる
。
【００９４】
　（１２）第２の実施形態では、顧客情報記憶部２２に顧客の優先度を示す情報を格納す
るようにした。そして、管理サーバ１１が、エリアごとの未受任の作業項目情報を、顧客
の優先度に関する情報、及び緊急の要否に関する情報に基づいて整列させてリストを作成
するようにした。そして、このリストを受信した作業担当者端末１３の表示部には、各作
業項目が優先度及び緊急の要否に基づいて整列した状態で表示されるようにした。このた
め、作業担当者は、整列された各項目のうち最も優先して行うべき項目をすぐ判断するこ
とができるので、優先すべき作業依頼をより確実に受任することができる。
【００９５】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明を具体化した作業支援システムについての第３の実施形態を説明する。な
お、第３の実施形態は、第１の実施形態の作業支援システムの一部を変更したのみの構成
であるため、同様の部分についてはその詳細な説明を省略する。
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【００９６】
　管理サーバ１１は、複数の業者が使用するシステムであって、プリンタの修理・メンテ
ナンスを行う業者、トナー等の消耗品を配達する業者、及び顧客先にて製品の回収を行う
業者が共有するシステムになっている。このため、管理サーバ１１は、受付情報記憶部２
０を業者ごとに備えている。そして、担当者情報記憶部２３に格納された担当者コードは
、業者を識別することが可能なデータとなっている。なお、消耗品は、部品に対応してい
る。
【００９７】
　消耗品を配達する業者は、作業担当者を配置せず、搬送担当者のみが各エリアを担当し
ている。従って、搬送担当者は、作業担当者端末１３及び搬送車端末１４を所持している
か、それらの機能を備える端末を所持している。さらに、この場合、搬送担当者が所持す
る端末は、搬送担当者の操作により管理サーバ１１に受任報告、作業終了報告等を行うが
、故障診断処理の命令、受け取り部品の報告等は行わない。
【００９８】
　また、顧客先にて製品の回収を行う業者は、顧客先に商品等を搬送する必要がないので
、予め部品、消耗品等の商品を所有していない。従って、この業者は、顧客先に部品等を
搬送する搬送担当者を配置しないことになる。この場合、作業担当者端末１３は、作業担
当者の操作により、受任報告、及び作業終了報告等を行い、故障診断処理の命令、受け取
り部品の報告等は行わない。
【００９９】
　そして、管理サーバ１１は、各作業担当者端末１３が管理サーバ１１にアクセスした際
に、作業担当者端末１３から送信されたＩＤを使用して、担当者情報に基づいてその担当
者が属する業者を特定する。さらに、管理サーバ１１は、特定した業者に対応する各受付
情報記憶部２０を検索して未受任の受付情報を抽出し、上記各処理を行う。
【０１００】
　第３の実施形態の作業担当者支援方法及び作業担当者支援プログラムによれば、第１の
実施形態の（１）～（１１）に記載の効果に加えて以下のような効果を得ることができる
。
【０１０１】
　（１３）第３の実施形態では、管理サーバ１１に、業者別に複数に区分された受付情報
記憶部２０を設け、担当者情報記憶部２３の担当者情報に格納された担当者コードにより
、その業者を特定できるようにした。このため、管理サーバ１１を複数の業者、又は複数
に区分された作業担当者に使用されるシステムとして機能させることができる。
【０１０２】
　なお、本実施形態は以下のように変更してもよい。
　・上記各実施形態では、搬送車端末１４にプリンタ等の出力手段を接続し、搬送車端末
１４に送信された部品の情報を利用して、部品の送付の際に見積書又は請求書を出力する
ようにしてもよい。このような方法にすると、作業担当者が見積書又は請求書を作成しな
くてもよくなり、作業担当者の負担を低減化することができる。
【０１０３】
　・上記各実施形態では、作業担当者端末１３にプリンタ等の出力手段を接続し、作業担
当者端末１３に送信された部品の情報を利用して、見積書又は請求書を出力するようにし
てもよい。このような方法にすると、作業担当者が容易に見積書又は請求書を作成するこ
とができる。
【０１０４】
　・上記各実施形態では、管理サーバ１１により、作業に必要な部品が作業担当者に所持
されるものであるか、又は搬送車に搭載されるものであるかを判断した。これ以外に、作
業担当者が作業を受任するとき等に、作業に必要な部品を所持していない場合、管理セン
タに通知を行うようにしてもよい。このとき、管理センタでは、顧客先に部品を送付する
ことが可能である搬送車の搬送車端末１４に、部品を搬送するための情報を送信する。作
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業に必要な部品が搬送車に搭載されない部品である場合は、搬送用バイク端末１５に部品
を搬送するための情報を送信する。このとき、搬送車には作業担当者の所持する部品と同
じ種類の部品を搭載してもよい。このような方法にすると、作業担当者が受任した際に作
業に必要な部品を搬送し、未受任の作業に必要な部品は搬送しないため、部品の搬送を比
較的効率よく行うことができる。
【０１０５】
　・上記各実施形態では、作業担当者端末１３は作業担当者が使用する携帯電話の端末で
あるとしたが、管理サーバ１１及びウェブサーバ１６から送信される情報を受信して表示
したり、管理サーバ１１に情報を送信できると共に、ＧＰＳ機能を有する端末であればよ
い。例えばＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）やノート
型パソコンでもよい。また、ＧＰＳ機能を有する端末と、受信した情報を表示する端末と
を別途所持するようにしてもよい。
【０１０６】
　・上記各実施形態では、搬送車端末１４は搬送担当者が使用する携帯電話の端末である
としたが、管理サーバ１１から送信される情報を受信して表示し、ＧＰＳ機能を有する端
末であればよい。例えばＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｔ）やノート型パソコンでもよい。また、ＧＰＳ機能を有する端末と、受信した情報を表
示する端末とを別途所持するようにしてもよい。また、搬送車端末１４は携帯型でなくて
もよい。
【０１０７】
　・上記各実施形態では、管理サーバ１１にウェブサーバ１６としての機能を備えるよう
にしたが、管理サーバ１１とウェブサーバ１６を別にして設けてもよい。このようにする
と、管理サーバ１１の負荷を低減できる。
【０１０８】
　・上記各実施形態では、管理サーバ１１に接続された故障診断サーバ１８を設けるよう
にした。これ以外に、管理センタの受付担当者等が、原因や修理方法が格納された故障情
報と、修理に必要な部品が格納されたデータベースを用いて、原因や修理方法、必要な部
品を検索し、抽出してもよい。
【０１０９】
　・上記各実施形態では、複数区域に一台又は区域内に一台ずつ割り当てられた搬送車が
、巡回又は待機しているようにした。これ以外に、区域内に複数の搬送車が巡回又は待機
するようにしてもよい。この場合、部品を送付させる搬送車の選定は、位置検出手段によ
り検出された各搬送車の緯度及び経度と、顧客先の緯度及び経度とから、管理サーバ１１
が搬送車と顧客先との相対距離が最も短い搬送車を判断することにより行われる。このよ
うな方法にすると、顧客先に迅速に部品を送付することができる。
【０１１０】
　・上記各実施形態では、顧客からの作業依頼を電話や電子メール等で受付けるようにし
た。これ以外に、顧客が、故障診断サーバ１８にインターネット等のネットワーク（図示
せず）を介してアクセスし、故障診断サーバ１８により送信される情報により、顧客の使
用する端末に各画面を表示させて故障診断を行うようにしてもよい。このとき、故障が診
断され、作業担当者による修理が必要な場合は、作業依頼が送信される。この作業依頼は
、管理サーバ１１により受信され、受付情報記憶部２０及び受付詳細情報記憶部２１に格
納される。このような方法にすると、受付担当者等の負担を低減化させることができる。
【０１１１】
　・上記各実施形態では、部品情報処理において、必要部品が搬送車に搭載されているか
否か、作業担当者に所持されているか否かについて、搬送車部品情報又は所持部品情報を
検索することによって判別した。これ以外に、部品コードと、その部品が搬送車に搭載さ
れているか、作業担当者に所持される種類の部品であるか等の手段の情報を格納した変換
テーブルを管理サーバ１１に格納してもよい。
【０１１２】
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　・上記各実施形態では、受付詳細情報記憶部２１に、故障診断サーバ１８により判断さ
れた、作業に要求される技術能力のレベルを示す要求スキルを格納してもよい。このよう
な方法にすると、作業担当者は依頼リスト画面１３ｂ等に示された要求スキルに応じて、
作業依頼項目を選択することができる。また、このとき、担当者詳細情報記憶部２４に、
作業担当者の技術能力のレベルを示すスキルの情報を格納して、作業担当者のスキルが、
作業依頼項目の要求スキルを満たす作業依頼の情報だけを、作業担当者端末１３に送信し
てもよい。このような方法にすると、作業担当者は次に受任する作業を比較的容易に選択
することができる。
【０１１３】
　・上記各実施形態では、作業担当者は、作業担当者端末１３に送信された作業依頼項目
から、対応可能な機種が対象である作業を選択するようにした。これ以外に、担当者詳細
情報記憶部２４に担当機種の情報を格納し、この担当機種の情報を利用して、作業担当者
端末１３に作業担当者が対応可能な機種の作業依頼項目を送信するようにしてもよい。こ
のような方法にすると、作業担当者は次に受任する作業を比較的容易に選択することがで
きる。
【０１１４】
　・上記各実施形態では、この地図画面１３ｄに表示された作業担当者ごとの番号を選択
すると、その作業担当者の担当者コード、名前、担当者詳細情報に格納された進捗コード
に基づいて、進捗状況を表示できるようにしてもよい。このような方法にすると、他の作
業担当者の進捗状況も、次の作業を選択するための判断の材料とすることができ、的確に
作業を選択することができる。
【０１１５】
　・上記各実施形態では、サービス部門端末１７に、作業日ごとに、依頼を受付けた顧客
先の位置と、作業担当者の位置とを表示する地図ファイルが表示されるようにしてもよい
。また、搬送車の位置を地図ファイルに表示してもよい。このような方法にすると、管理
センタに配置された受付担当者や作業指示者等が、作業担当者の位置と作業位置との相対
距離等を、ほぼリアルタイムで把握することができる。
【０１１６】
　・上記各実施形態では、作業担当者が、部品を使用する作業の案件を受任したとき、そ
の部品が作業担当者が所持する種類の部品であって、その必要個数の部品を所持していな
い場合は、管理センタ又は搬送用バイクの係員の使用する端末に電子メールを送信し、搬
送用バイクにより顧客先に部品を別途送付させるようにしてもよい。
【０１１７】
　・上記各実施形態では、作業担当者と搬送車とが所持する部品の種類は異なるとしたが
、作業担当者の所持する部品を搬送車に搭載するようにしてもよい。このとき、管理サー
バ１１が、所持部品情報記憶部２５を検索することにより、一区域内の作業担当者が必要
個数の部品を所持していないと判断した場合に、搬送車に部品を送付させるようにしても
よい。また、作業担当者が搬送車端末１４に電子メールを送信して、部品を送付させるよ
うにしてもよい。
【０１１８】
　・上記各実施形態では、作業担当者は部品を所持しており、部品を消耗して無くなった
時以外を除き、常に部品を所持しているようにした。これ以外に、作業担当者は部品を所
持しないようにしてもよい。
【０１１９】
　・上記各実施形態では、作業担当者は、到着報告画面１３ｉで受け取った部品の部品コ
ード及び個数を作業担当者端末１３から送信するようにした。このとき、受付詳細情報の
必要部品コード及び個数を抽出し、受け取った部品の部品コード及び個数と同じであるか
否か判断するようにしてもよい。そして、異なる場合には、作業担当者端末１３に、部品
コード又は個数が異なることを示す情報を送信してもよい。このような方法にすると、部
品の誤送付を防止することができる。



(22) JP 4396212 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

【０１２０】
　・上記各実施形態では、サービス部門端末１７には、作業担当者の進捗管理画面を表示
させてもよい。この画面では各作業担当者の担当者コードや担当者名が表示され、作業担
当者から報告された進捗コードにより、作業を受け持っていない状態、移動中、作業中の
いずれかが表示される。このような方法にすると、管理センタの作業指示者等が、作業担
当者の状況を的確に把握することができる。
【０１２１】
　・上記各実施形態では、管理サーバ１１が作業終了報告を受信すると、担当者詳細情報
の進捗コードが「０３」、すなわち作業終了に設定されるようにした。これ以外に、受付
詳細情報の進捗コードが「０２」（作業中）に設定された後に、管理サーバ１１が作業終
了報告を受信すると、その受付詳細情報と、対応する受付情報とを削除するようにしても
よい。このような方法にすると、管理サーバ１１の各記憶部に格納されるデータ量の増大
を防ぐことができる。
【０１２２】
　・上記各実施形態では、作業担当者端末１３からの管理サーバ１１へのアクセスがあっ
た際に、作業担当者端末１３の緯度及び経度を取得するようにした。これ以外に、１０分
間隔等、定期的に作業担当者端末１３の緯度及び経度を取得するようにしてもよい。
【０１２３】
　・第２の実施形態では、管理サーバ１１は優先度に基づいて順位付けした各作業項目を
整列して、作業担当者端末１３に送信したが、順位付けのみ行って作業担当者端末１３に
より整列させるようにしてもよい。作業担当者端末１３には、整列させるための表示部、
ボタン等が表示されており、その表示部を操作することにより各作業項目を整列させる。
または、作業担当者端末１３に表示された表示部には順番を表示するようにしてもよい。
【０１２４】
　・上記各実施形態では、受付担当者等が電話や電子メール等により顧客からの作業依頼
を受付けるようにした。この顧客からの作業依頼の通知には、顧客先に設置された機器か
ら自動的に送信される通知も含まれる。この場合、修理や作業等の対象となる機器は、故
障又はメンテナンスが必要な現象が生じた場合に、自動的に管理サーバ１１に対してその
旨を示す情報を送信する機能を備えている。この情報の中には、顧客コード、シリアルナ
ンバー、状況、緊急等のデータも含まれている。管理サーバ１１はそれらの情報を受信す
ると受付情報として受付情報記憶部２０に各種情報を記憶し、上記各処理を行う。又は、
修理や作業の対象となる機器には、その機器に備えられたディスプレイの操作、又はボタ
ンの操作を行うことにより、管理サーバ１１に通知を送信する機能が備えられている。つ
まり、この場合、顧客がメンテナンスの必要があると判断した場合等に、機器に備えられ
たディスプレイ等を操作して、管理サーバ１１に作業を依頼するの旨の情報を送信する。
管理サーバ１１は、それらの情報を受信すると、受付情報として受付情報記憶部２０に記
憶し、上記した各処理を行う。
【０１２５】
　・上記各実施形態では、部品を、機器の修理・メンテナンス等に必要となる部品として
説明したが、この部品には、トナー、用紙等の消耗品やその他の商品も含まれるものとす
る。
【０１２６】
　・上記各実施形態では、管理サーバ１１は、担当区域内で機器の修理やメンテナンス等
の作業を行う作業担当者が、作業担当者端末１３を使用して作業を受任するコンピュータ
システムを構成するとした。これ以外に、管理サーバ１１等により構成されるコンピュー
タシステムは、顧客から依頼された作業を修理やメンテナンス等を行う担当者に割り当て
るシステム以外に、金融業・流通業・コンサルティング業等、物を提供しないいわゆるサ
ービス産業の企業等に使用されるシステムとして使用してもよい。この場合、故障診断サ
ーバ１８は、故障診断処理を行わない。または、故障診断サーバ１８を、事例等を判断す
るサーバとして機能させてもよい。また、このとき、部品等の商品を配送する必要がない
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場合には、部品情報送信処理、受取部品の報告等の処理は省略し、搬送車、搬送担当者等
は配置しなくてよい。従って、このとき管理サーバ１１は、作業担当者が受任する作業を
自ら決定するためのシステムとして機能する。
【０１２７】
　・上記実施形態では、担当者情報記憶部２３を管理サーバ１１内に設けたが、作業担当
者端末１３に設け、管理サーバ１１内の担当者情報記憶部２３は省略してもよい。この場
合、作業担当者の操作によって、作業担当者端末１３が管理サーバ１１にアクセスする際
に、担当者コード、担当エリアコード等の担当者情報を管理サーバ１１に送信する。担当
者情報を受信した管理サーバ１１は、その担当者情報をＲＡＭ、又は図示しない記憶部に
一時記憶して、各種処理を行う。このようにすると、予め担当者情報を管理サーバ１１に
登録する必要がなく、担当者情報に変更が生じた場合にも作業担当者端末１３に記憶され
た担当者情報を更新すればよい。
【０１２８】
　次に上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想について、それらの効果とともに
以下に追記する。
　（１）請求項３～１９のいずれかに記載の作業担当者支援方法において、前記必要部品
情報が、前記搬送担当者の使用する端末に接続された出力装置により出力されることを特
徴とする作業担当者支援方法。
【０１２９】
　従って、この（１）に記載の発明によれば、搬送担当者が作業位置に部品を送付する際
に、部品の見積書又は請求書を出力し顧客に渡すことができる。このため、作業担当者の
負担を低減させることができる。
【０１３０】
　（２）請求項３～１９のいずれかに記載の作業担当者支援方法において、前記必要部品
情報又は前記使用した部品に関する情報が、前記作業担当者の使用する端末に接続された
出力装置により出力されることを特徴とする作業担当者支援方法。
【０１３１】
　従って、この（２）に記載の発明によれば、作業担当者が見積書や、使用した部品の請
求書を容易に作成することができる。
　（３）請求項１又は２に記載の作業担当者支援方法において、前記コンピュータシステ
ムが、前記作業受付情報により判別された商品の識別子を少なくとも含む商品情報を、前
記作業担当者の使用する端末及び作業位置に商品を搬送する搬送担当者の使用する端末の
少なくともいずれかに送信する段階をさらに備えたことを特徴とする作業担当者支援方法
。
【０１３２】
　これによれば、作業に必要な商品に関する情報を、商品を搬送する搬送担当者の使用す
る端末に送信されるため、作業担当者は商品を所持する必要がなくなる。もしくは、作業
担当者は、搬送担当者が搬送しなくてもよい、小さな商品のみを所持すればよい。従って
、作業担当者において商品を準備又は所持する負担を低減化させることができる。また、
作業担当者が管理センタや倉庫等に立ち寄る必要がなくなるため、作業担当者の負荷を低
減化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】本発明の第１の実施形態のシステム概略図。
【図２】各記憶部に格納されたデータの説明図。
【図３】サービス部門端末の表示画面の説明図。
【図４】サービス部門端末の表示画面の説明図。
【図５】サービス部門端末の表示画面の説明図。
【図６】作業担当者端末の表示画面の説明図。
【図７】作業担当者端末の表示画面の説明図。
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【図８】作業担当者端末の表示画面の説明図。
【図９】作業担当者端末の表示画面の説明図。
【図１０】作業担当者端末の表示画面の説明図。
【図１１】作業担当者端末の表示画面の説明図。
【図１２】作業担当者端末の表示画面の説明図。
【図１３】第１の実施形態の手順の説明図。
【図１４】第１の実施形態の手順の説明図。
【図１５】第１の実施形態の手順の説明図。
【図１６】第１の実施形態の手順の説明図。
【図１７】第１の実施形態の手順の説明図。
【図１８】第２の実施形態の顧客情報記憶部に格納されたデータの説明図。
【図１９】第２の実施形態の作業担当者端末の表示画面の説明図。
【符号の説明】
【０１３４】
　１１…コンピュータシステムとしての管理サーバ、１２…第１の提供手段、第２の提供
手段、受付手段、更新手段としての管理コンピュータ、１３…作業担当者の使用する端末
としての作業担当者端末、１４…搬送担当者の使用する端末としての搬送車端末、１７…
コンピュータシステムとしてのサービス部門端末、１８…コンピュータシステムとしての
故障診断サーバ、２０…作業受付情報記憶手段としての受付情報記憶部、２１…作業受付
情報記憶手段としての受付詳細情報記憶部。

【図１】 【図２】
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