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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両試験受託者の情報処理装置と、委託者の情報端末装置と、前記受託者以外の他者に
属する車両試験を行うための試験路、試験車両および各試験員を管理する管理者の情報端
末装置をネットワークにより接続可能とし、
　前記情報処理装置には、前記受託者および前記他者に属する前記各試験路、各試験車両
および各試験員に関する能力マップ及びスケジュール表、地域を複数のエリアに分割し前
記各試験路、各試験車両および各試験員について夫々の所在地が属するエリア、並びに前
記各試験路、各試験車両および各試験員が受託者に属するか否かを登録し、
　前記他者に属する各試験路、各試験車両および各試験員に関する能力マップ及びスケジ
ュール表は、前記管理者の情報端末装置からアップデートされるようにし、
　委託者が委託しようとする車両試験の基本仕様を前記委託者の情報端末装置から前記情
報処理装置に入力し、
　前記情報処理装置は、前記基本仕様、前記能力マップおよびスケジュール表に基づいて
前記基本仕様に適した試験路、試験車両および試験員を抽出し、抽出された複数の試験路
から委託者の拠点に近いエリアに属する試験路を優先させて選出可能とし、次に前記受託
者に属する試験路を優先させて選出可能としたことを特徴とする車両試験提供システム。
【請求項２】
　請求項１において、車両試験の基本仕様を記入する試験仕様入力画面を前記受託者の情
報処理装置に登録し、該試験仕様入力画面を前記ネットワーク上の受託者のサイトで提供
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し、該試験仕様入力画面に前記情報端末装置により車両試験の基本仕様を入力し、該基本
仕様に適した試験路、試験車両および試験員を選出した結果に基づく見積仕様が記入され
た見積仕様出力画面を前記情報端末装置に出力し、発注がなされると前記情報処理装置が
前記選出された試験路、試験車両および試験員のスケジュール表に該車両試験の日程を記
入することを特徴とする車両試験提供システム。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記受託者の情報処理装置には、試験路、試験車両および試
験員を料金別にランク分けして各試験路、各試験車両および各試験員について各料金ラン
クを登録し、試験路、試験車両および試験員の中の少なくとも一つが別の料金ランクに属
する試験路、試験車両および試験員の組を複数組選出し、各組毎に選出された試験路、試
験車両および試験員が属する料金ランクと前記基本仕様の車両試験を行う場合に要する見
積時間とに基づいて複数の見積額を算出して前記委託者の情報端末装置に出力することを
特徴とする車両試験提供システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、委託者が委託しようとする車両試験の基本仕様に基づいて受託者が試験路、試
験車両および試験員を選出するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、自動車製造会社又は自動車部品製造会社などの委託者が車両の評価試験を車両試験
受託者に委託する場合、委託者が受託者に電話又は面談し、委託しようとする車両試験の
内容、納期等の基本仕様を説明していた。受託者は、試験路、試験車両の管理者および試
験員に電話等で委託者が希望する納期に間に合わせるように車両試験を実施する試験期間
が空いているか否か確認して試験路、試験車両および試験員を選出し、見積仕様書を作成
して委託者に提出していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の従来方法によると、委託者が受託者に車両試験の見積りを依頼してから見
積仕様書の提出までに長時間を要する場合があった。
【０００４】
本発明は、係る従来の不具合を解消するためになされたもので、委託者が委託しようとす
る車両試験の基本仕様に適した能力を有する試験路、試験車両および試験員を正確かつ迅
速に選出して見積仕様を極めて短期間に提出可能とすることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するため、請求項１に記載の発明の構成上の特徴は、車両試験受託者
の情報処理装置と、委託者の情報端末装置と、前記受託者以外の他者に属する車両試験を
行うための試験路、試験車両および各試験員を管理する管理者の情報端末装置をネットワ
ークにより接続可能とし、前記情報処理装置には、前記受託者および前記他者に属する前
記各試験路、各試験車両および各試験員に関する能力マップ及びスケジュール表、地域を
複数のエリアに分割し前記各試験路、各試験車両および各試験員について夫々の所在地が
属するエリア、並びに前記各試験路、各試験車両および各試験員が受託者に属するか否か
を登録し、前記他者に属する各試験路、各試験車両および各試験員に関する能力マップ及
びスケジュール表は、前記管理者の情報端末装置からアップデートされるようにし、委託
者が委託しようとする車両試験の基本仕様を前記委託者の情報端末装置から前記情報処理
装置に入力し、前記情報処理装置は、前記基本仕様、前記能力マップおよびスケジュール
表に基づいて前記基本仕様に適した試験路、試験車両および試験員を抽出し、抽出された
複数の試験路から委託者の拠点に近いエリアに属する試験路を優先させて選出可能とし、
次に前記受託者に属する試験路を優先させて選出可能としたことである。
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【０００６】
請求項２に係る発明の構成上の特徴は、請求項１において、車両試験の基本仕様を記入す
る試験仕様入力画面を前記受託者の情報処理装置に登録し、該試験仕様入力画面を前記ネ
ットワーク上の受託者のサイトで提供し、該試験仕様入力画面に前記情報端末装置により
車両試験の基本仕様を入力し、該基本仕様に適した試験路、試験車両および試験員を選出
した結果に基づく見積仕様が記入された見積仕様出力画面を前記情報端末装置に出力し、
発注がなされると前記情報処理装置が前記選出された試験路、試験車両および試験員のス
ケジュール表に該車両試験の日程を記入することである。
【０００９】
　請求項３に係る発明の構成上の特徴は、請求項１又は２において、前記受託者の情報処
理装置には、試験路、試験車両および試験員を料金別にランク分けして各試験路、各試験
車両および各試験員について各料金ランクを登録し、試験路、試験車両および試験員の中
の少なくとも一つが別の料金ランクに属する試験路、試験車両および試験員の組を複数組
選出し、各組毎に選出された試験路、試験車両および試験員が属する料金ランクと前記基
本仕様の車両試験を行う場合に要する見積時間とに基づいて複数の見積額を算出して前記
委託者の情報端末装置に出力することである。
【００１０】
【発明の作用・効果】
　上記のように構成した請求項１に係る発明においては、車両試験受託者の情報処理装置
と、委託者の情報端末装置と、前記受託者以外の他者に属する車両試験を行うための試験
路、試験車両および各試験員を管理する管理者の情報端末装置をネットワークにより接続
可能とする。情報処理装置には、車両試験を行うための各試験路、各試験車両および各試
験員に関する能力マップ及びスケジュール表、地域を複数のエリアに分割し前記各試験路
、各試験車両および各試験員について夫々の所在地が属するエリア、並びに前記各試験路
、各試験車両および各試験員が受託者に属するか否かを登録する。委託者は委託しようと
する車両試験の基本仕様を情報端末装置から情報処理装置に入力する。情報処理装置は、
基本仕様、試験路、試験車両および試験員に関する能力マップおよびスケジュール表に基
づいて該基本仕様に適した試験路、試験車両および試験員を抽出する。抽出された複数の
試験路から委託者の拠点に近いエリアに属する試験路を優先させて選出可能とし、次に受
託者に属する試験路を優先させて選出可能としている。これにより、委託者が委託しよう
とする車両試験の基本仕様に適した能力を有する試験路、試験車両および試験員を、正確
かつ迅速に選出することができるとともに、車両試験が委託者の近くで行われるので、委
託者は必要に応じて車両試験に容易に参加することができる。また、試験車両および試験
員の移動距離が少なくなるので、車両試験を効率的に行うことができる。さらに、受託者
は自己の資源を有効に活用することができる。
【００１１】
上記のように構成した請求項２に係る発明においては、車両試験の基本仕様を記入する試
験仕様入力画面が受託者の情報処理装置に登録され、該試験仕様入力画面がネットワーク
上の受託者のサイトで提供される。委託者は試験仕様入力画面に情報端末装置により車両
試験の基本仕様を入力する。情報処理装置は基本仕様に適した試験路、試験車両および試
験員を選出した結果に基づく見積仕様が記入された見積仕様出力画面を情報端末装置に出
力する。発注がなされると、情報処理装置は選出された試験路、試験車両および試験員の
スケジュール表に該車両試験の日程を記入する。これにより、委託者が車両試験の委託を
検討するとき、ネットワーク上の受託者のサイトにアクセスして試験仕様入力画面に必要
情報を入力するだけで、希望する車両試験に適した見積仕様を迅速に入手することができ
る。また、受託者は委託者のニーズ等の情報をネットワークの受託者のサイトで収集する
ことができるので、将来の設備投資、人員採用の内容的、量的判断を正しく行うことがで
きる。
【００１４】
　上記のように構成した請求項３に係る発明においては、試験路、試験車両および試験員
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を料金別にランク分けし、各試験路、各試験車両および各試験員について各料金ランクを
受託者の情報処理装置に登録する。情報処理装置は試験路、試験車両および試験員の中の
少なくとも一つが別のランクに属する試験路、試験車両および試験員の組を複数組選出し
、各組毎に選出された試験路、試験車両および試験員が属する料金ランクと前記基本仕様
の車両試験を行う場合に要する見積時間とから複数の見積額を算出して委託者の情報端末
装置に出力する。これにより、委託者は複数の見積仕様の中から希望する車両試験に適し
た試験路等を含む見積仕様を見積額を見ながら選ぶことができる。
【００１５】
【実施の形態】
図１は本発明に係る車両試験提供システムの全体構成を示す図で、受託者である車両試験
提供業者の情報処理装置１１は例えばインターネット１２のようなネットワークを介して
自動車製造会社又は自動車部品製造会社などの委託者の情報端末装置１３に接続されてい
る。受託者は情報処理装置１１に車両試験提供システムのホームページを作成し、インタ
ーネット１２上の受託者のサイトで提供し、委託者の情報端末装置１３との間で車両試験
の見積依頼の受付、見積仕様の提供、受注処理、提供可能な車両試験に関する情報提供等
を行う。
【００１６】
情報処理装置１１は、各種処理を行う処理装置１４、各種情報を入力するための入力装置
１５、情報を表示するための表示装置１６、記憶装置１７、通信装置１８、データベース
１９等がバスにより相互に接続されたもので、サーバ用のコンピュータで実現できる。情
報処理装置１１は通信装置１８を介してインターネット１２に接続されている。記憶装置
１７にはオペレーティングシステムＯＳ、車両試験提供システムのアプリケーションプロ
グラムが記憶されている。
【００１７】
委託者の情報端末装置１３は、委託者に対するインタフェースとして機能し、各種処理を
行う処理装置２０、委託したい車両性能試験についての基本仕様および納期などを入力す
るための入力装置２１、情報処理装置１１から送られた見積仕様出力画面等を表示するた
めの表示装置２２、記憶装置２３、通信装置２４等がバスにより相互に接続されたもので
、汎用のパーソナルコンピュータで実現できる。情報端末装置１３は通信装置２４を介し
てインターネット１２に接続されている。記憶装置２３にはオペレーティングシステムＯ
Ｓ、ブラウザ、車両試験提供システムにアクセスするアプリケーションプログラム等が記
憶されている。
【００１８】
受託者の情報処理装置１１に開設したホ－ムページには、車両試験の見積依頼コーナーが
設けられているとともに、車両試験に関する情報が掲載されている。例えば、試験路であ
るテストコースの紹介においては写真、仕様説明、使用料、所在地等の情報が記載されて
いる。委託者は情報端末装置１３により情報処理装置１１からホームページをブラウザで
受信し、表示装置２２に表示する。ホームページでは、車両試験の見積依頼コーナーに設
けられた見積依頼ボタンが情報処理装置１１のデータベース１９に登録された試験仕様入
力画面２６にリンクされている。試験仕様入力画面２６は、図２に示すように委託者の氏
名、電話番号等を記入する欄とともに、車両試験の基本仕様である試験内容、試験車両お
よび納期に関する質問が記載され、質問に対するに回答を記入する欄が設けられている。
試験内容及び試験車両については質問が細分化されている。試験内容に関する質問「試験
系」に対しては、試験の対象がパワートレイン系、ドライブトレイン系、ボデー系等のい
ずれであるか、「路面」に対しては、試験する路面が周回路、悪路周回路、泥水路、氷結
路等のいずれであるか、「環境」に対しては、試験環境が冷間、高温等のいずれであるか
、「試験速度域」に対しては、試験での走行速度が低速、高速等のいずれであるか、「試
験種目に対しては、試験が性能試験、耐久試験、部品耐久試験、官能試験等のいずれであ
るか、「走行距離」に対しては、試験での全走行距離を回答欄に夫々回答する形式になっ
ている。質問に対して対応可能な複数の回答をリストボックスに用意し、委託者が選択し
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た回答を各質問に対する回答欄に転記するようにするとよい。試験車両に関しては、車種
名、年式、エンジン形式（ガソリン、ディーゼル、ハイブリッド）、排気量などの質問が
用意されている。この場合も質問に対して対応可能な複数の回答をリストボックスに用意
するとよい。
【００１９】
情報処理装置１１のデータベース１９には、試験路、試験車両、試験員の能力マップ２７
，２８，２９が登録されている。試験路の能力マップ２７には、例えば図３に示すように
試験路が有する路面の種類（周回路、スキッドパッド、泥水路、低μ路、氷結路、坂路等
）、試験路の自然環境（冷間、高温等）、試験路で対応可能な試験速度域（低速、高速等
）が項目毎に細目に分けてリストアップされ、受託者が利用可能な試験路の各々について
、路面の種類、自然環境、試験速度域等の項目毎に該当する細目にマークが付されている
。さらに試験路能力マップ２７には、地域、例えば日本（又は外国）を大まかなエリアに
分け、各試験路の所在地が属するエリアが記入されたエリア欄、試験路は受託者が所有、
リース又は管理等していて受託者に属するものであるか否かが記入された自社／他社欄、
試験路の単位時間当たりの使用料を大まかに数ランクに分け、各試験路が属する使用料ラ
ンクが記入された使用料ランク欄が設けられている。
【００２０】
試験車両能力マップ２８には、図４に示すように車名、年式、車体登録の有無、エンジン
形式、排気量、オプション等の項目が用意され、各試験車両についてその車名、年式等が
各項目に対して記入されている。オプションについては、ABSなどの特殊仕様が細目に分
けてリストアップされ、装備されている試験車両にはマークが付されている。エリア欄、
自社／他社欄および使用料ランク欄が試験路の場合と同様に設けられている。エリアの大
きさは試験路と同じでもよく、試験路のエリアより小さくしてもよい。
【００２１】
試験員能力マップ２９には、例えば図５に示すように運転資格（普通、大型、大型特殊等
）、整備士資格（３級、２級、１級）、危険物取扱い資格（乙種４級等）、計測技術（強
度計測、NV計測、走行データ計測等）、試験技術（製品系指標項目名としてのパワートレ
イン系、ドライブトレイン系、ボデー系、操舵系、ブレーキ系、および試験系指標項目名
としての性能評価、耐久評価、官能評価等）が項目毎に細目に分けてリストアップされ、
受託者が使用可能な各試験員について、各自が有する資格、能力に対応する細目にマーク
が付されている。エリア欄、自社／他社欄および使用料ランク欄が試験路の場合と同様に
設けられている。エリアの大きさは試験路と同じでもよく、試験路のエリアより小さくし
てもよい。試験員の使用料は、試験員の試験実績、資格の有無等を基にランク付けしても
よく、或いはこれらに社内外の試験を加味してランク付けしてもよい。
【００２２】
情報処理装置１１のデータベース１９には、図６乃至図８に示す試験路、試験車両、試験
員のスケジュール表３０，３１，３２が登録されている。各スケジュール表は、各試験路
、各試験車両、各試験員について、予約が入っている月日にマークが付されている。
【００２３】
試験路は初期投資額、維持費が高額であるので、一社で多数保有することは効率的でない
。しかし、委託者からの種々の車両試験に応じるために、受託者は所有、リース、管理等
している言わば自社に属する試験路の他に、他人に属する試験路についても契約等により
使用許可を得ている。試験車両についても多数の仕様のものを複数台づつ保有することは
効率的でないので、自社に属する試験車両の他に、他人に属する試験車両を契約で使用可
能としている。試験員についても同様に、社外の優秀な試験員を契約で使用可能としてい
る。このような社外の試験路、試験車両、試験員の能力マップおよびスケジュール表を常
に最新に維持するために、社外の試験路、試験車両および試験員を夫々管理する管理者の
コンピュータ３３，３４，３５がインターネット１２を介して情報処理装置１１に接続さ
れ、試験路、試験車両および試験員の能力マップ２７，２８，２９およびスケジュール表
３０，３１，３２をアップデートするようになっている。
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【００２４】
次に、委託者が車両試験委託の見積りを取って発注を検討する場合について、本システム
の作動を図９に示すフローチャートに基づいて説明する。受託者の情報処理装置１１には
、車両試験提供システムのホームページが開設されており、このホームページには、複数
の委託者が情報端末装置１３でネットワーク１２を介してアクセス可能になっている。委
託者は情報端末装置１３を起動して入力装置２１でホームページのアドレスを入力してホ
ームページにアクセスし、見積依頼ボタンをクリックして試験仕様入力画面を表示装置２
２に表示させる。委託者は、氏名、電話番号等とともに、各質問項目について回答し、転
送ボタンをクリックして各質問に回答することで車両試験の基本仕様を記入した試験仕様
入力画面を情報処理装置１１に転送する。情報処理装置１１は転送された車両試験の基本
仕様が記入された試験仕様入力画面をデータベース１９に順次記憶する。これにより、受
託者は委託者のニーズ等の情報を数多く収集することができて車両試験の方向性を正確に
予測することができ、将来の設備投資、人員採用の内容的、量的判断を早期に正しく行う
ことができる。
【００２５】
試験仕様入力画面に記入された車両試験の基本仕様に基づいて情報処理装置１１は、ステ
ップ１００でこの車両試験に適した試験路を抽出する。車両試験の基本仕様が、例えば悪
路周回路による高温、高速試験である場合、試験路能力マップ２７の細目「悪路周回路」
「高温」「高速」の欄にマークが付されたＲ１が試験路として抽出される。ステップ１０
１では、試験仕様入力画面に記入された試験車両と合致する試験車両が試験車両能力マッ
プ２８に基づいて抽出される。ステップ１０２では、車両試験の基本仕様に適した試験員
が試験員能力マップ２９に基づいて抽出される。基本仕様が、例えばドライブトレイン系
の耐久試験である場合、試験員能力マップ２９の細目「ドライブトレイン系」「耐久評価
」の欄にマークが付されている試験員M1，M2が抽出される。部品耐久試験の場合は、部品
を車両に搭載しなければならないので、整備士資格が必要とされる。
【００２６】
ステップ１０３では、ステップ１００～１０２にて抽出された試験路、試験車両、試験員
について、試験仕様入力画面に記入された納期に間に合わせるように車両試験を行う試験
期間中に使用可能なものに絞り込まれる。すなわち、情報処理装置１１は車両試験の基本
仕様の走行距離から試験に必要な日数を計算し、試験仕様入力画面が転送された日から事
務手続、試験準備等に必要な所定日数が経過した日を試験期間の初日とし、この初日から
試験に必要な日数が経過するまでの間を試験期間と設定し、この期間中に使用可能な試験
路、試験車両、試験員をステップ１００～１０２にて抽出された試験路等から絞り込む。
ステップ１０４にて、絞り込み後の試験路、試験車両、試験員が夫々１以上あるか否か判
断され、３項目全てで夫々１以上ある場合、ステップ１０８に進み、いずれかの項目で試
験期間中に使用不可の場合、ステップ１０６に進む。
【００２７】
ステップ１０６では、試験仕様入力画面２６が転送された日から所定日数が経過した日以
降、納期の日付からデータまとめ等の事務手続に必要な日数だけ前の日までの全期間内で
試験期間の設定がなされたか否か判断される。否の場合、ステップ１０７で初日を一日遅
らせた試験期間が設定され、抽出された試験路、試験車両、試験員が、ステップ１０３に
て該試験期間中に使用可能なものに絞り込まれる。ステップ１０４で試験路、試験車両、
試験員の３項目全てで使用可能なものが夫々１以上あるか否か判断され、絞込み後の３項
目全てで夫々１以上あると判断されない場合、初日を１日づつ遅らせて試験期間を全期間
内で順次設定し、各試験期間について３項目全てで使用可能なものが夫々１以上有るか否
か判断される。全期間内のいずれかの試験期間において、絞込み後の試験路、試験車両、
試験員の３項目全てで夫々１以上ある場合、ステップ１０８に進む。いずれの試験期間に
おいても、絞込み後の試験路、試験車両、試験員のいずれかが使用不可の場合、ステップ
１０５で図９の見積仕様出力画面３６に「納期内での試験不可」と記入する。
【００２８】



(7) JP 4183456 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

ステップ１０８では、ステップ１０３で絞り込まれた試験路、試験車両、試験員が複数あ
る場合、条件を設定して委託されようとする車両試験に適した試験路、試験車両、試験員
を選出する。先ず、図１１に示すフローにより設定される条件に従って、ステップ１０３
で絞り込まれた試験路が複数ある場合、ステップ１８１で委託者の拠点を含むエリアに属
する試験路に優先的に絞り込まれる。ステップ１８１で絞り込まれた試験路が複数ある場
合（ステップ１８２）、ステップ１８３で受託者に属する試験路に優先的に絞り込まれる
。ステップ１８３で絞り込まれた試験路が複数ある場合（ステップ１８４）、ステップ１
８５で使用料ランクの一番高いものと低いものを車両試験に使用する試験路として選出す
る。ステップ１０３，１８１，１８５で絞込みされた試験路が一つである場合、ステップ
１８６でその試験路を選出する。
【００２９】
次に、ステップ１０３で絞り込まれた試験車両、試験員が、ステップ１８5又は１８６で
選出された試験路の所在地が属するエリアに属する試験車両、試験員にステップ１８７で
優先的に絞り込まれる。ステップ１８７で絞り込まれた試験車両、試験員が複数ある場合
（ステップ１８８）、ステップ１８９で受託者に属する試験車両、試験員に優先的に絞り
込まれる。ステップ１８９で絞り込まれた試験車両、試験員が複数ある場合（ステップ１
９０）、ステップ１９１で使用料ランクの一番高いものと低いものとを車両試験に使用す
る試験車両、試験員として夫々選出する。ステップ１０３，１８７又は１８９で絞り込み
された試験車両、試験員が一つである場合（ステップ１９２，１９３）、ステップ１９４
，１９５でその試験車両、試験員を選出する。ステップ１８９の絞込みで試験車両、試験
員が０となった場合（ステップ１９３）、ステップ１８７で絞り込まれた試験車両、試験
員の使用料の一番高いものと低いものとを選出する（ステップ１９６）。ステップ１８７
の絞込みで試験車両、試験員のいずれかが０となった場合（ステップ１９２）、ステップ
１１０にジャンプし、ステップ１１１で絞り込みの条件を緩和して車両試験に適した試験
車両、試験員を選出する。例えば、エリアの条件を広げてステップ１８５，１８６で選出
された試験路の所在地が属するエリアに隣接するエリアに属する試験車両、試験員に絞り
込んで図１１のステップ１８７から１９６のフローと同様に試験車両、試験員を選出する
。ステップ１１０，１１１で可能な限度まで条件を緩和して絞込みを行っても、試験車両
、試験員のいずれかが使用不可の場合、ステップ１０６にジャンプし、ステップ１０７で
絞込み期間をシフトし、絞込み後の試験路、試験車両、試験員の３項目全てで夫々１以上
ある別の試験期間をステップ１０３，１０４でサーチしてステップ１０８～１１１を繰り
返す。いずれの試験期間において、ステップ１１１で可能な限度まで条件を緩和しても試
験車両、試験員のいずれかが使用不可の場合、ステップ１０５で見積仕様出力画面３６に
「納期内での試験不可」と記入する。
【００３０】
ステップ１０３，１８５又は１８６において選出された試験路、ステップ１０３，１９４
，１９５又は１９６で選出された試験車両、試験員について、見積額がステップ１１２で
算出される。見積額は、例えば選出された試験路、試験車両および試験員が属する使用料
ランクの単位時間あたりの料金に基本仕様の車両試験を行う場合に要する時間を乗算して
求める。試験路、試験車両、試験員のいずれかで使用料ランクが高いものと低いものとが
選出されている場合、使用料ランクが高い試験路、試験車両および試験員を含む組と低い
組について二つの見積額を算出する。そして、上述のように選出された基本仕様に適した
試験路の名称、所在地、試験車両、試験員の概略、試験期間、見積額等を含む見積仕様が
図１２の見積仕様出力画面３６に記入される。使用料ランクが高い試験路、試験車両およ
び試験員を含む組と低い組とがある場合、夫々の見積仕様が見積仕様出力画面３６に記入
され、委託者は選択ボタンでいずれかの組を選択できるようになっている。
【００３１】
見積仕様が記入された見積仕様出力画面３６は情報端末装置１３に出力され、委託者は、
見積仕様出力画面３６を見て、発注するか否か、複数の見積仕様が提示された場合はいず
れを選択するか検討する。発注する場合、複数の見積仕様がある場合はいずれかを選択し
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員のスケジュール表に委託された車両試験の日程が記入される。
【００３２】
なお、本実施の形態では、見積り依頼日から所定日数経過後、納期の数日前までの全期間
内のいずれに試験期間を設定しても、試験路、試験車両および試験員のいずれかが使用不
可の場合、試験仕様出力画面に「納期内での試験不可」と表示している。しかしこのよう
な場合に、情報処理装置１１の表示装置１６に「全期間をサーチしたがで使用不可項目有
り」と表示するとともに、情報処理装置１１がデータベース１９に登録されている車両試
験日程管理表をチェックし、希望納期より早く予定納期が設定されている車両試験をリス
トアップして表示装置１６に表示するようにしてもよい。このようにすると、該リストに
基づいて担当者が日程調整することができる。
【００３３】
また、委託者が試験仕様入力画面に希望価格を入力可能とし、ステップ１１２で算出され
た見積額と希望価格とを比較して、見積額が希望価格を上回っている場合に、試験路等を
変更して再度絞込みを繰り返すようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る車両試験提供システムのハード構成を示す図。
【図２】　試験仕様入力画面を示す図。
【図３】　試験路能力マップを示す図。
【図４】　試験車両能力マップを示す図。
【図５】　試験員能力マップを示す図。
【図６】　試験路スケジュール表を示す図。
【図７】　試験車両スケジュール表を示す図。
【図８】　試験員スケジュール表を示す図。
【図９】　試験路、試験車両、試験員選出プログラムの前半を示す図。
【図１０】　試験路、試験車両、試験員選出プログラムの後半を示す図。
【図１１】　試験路、試験車両、試験員の選出条件を示すフロー図。
【図１２】　見積仕様出力画面を示す図。
【符号の説明】
１１…情報処理装置、１２…インターネット（ネットワーク）１３…情報端末装置、１４
，２０…処理装置、１５，２１…入力装置、１６、２２…表示装置、１７，２３…記憶装
置、１８，２４…通信措置、２６…試験仕様入力画面、２７…試験路能力マップ、２８…
試験車両能力マップ、２９…試験員能力マップ、３０…試験路スケジュール表、３１…試
験車両スケジュール表、３２…試験員スケジュール表、３３，３４，３５…コンピュータ
、３６…見積仕様出力画面。
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