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缶飲料自動販売機は，いつでも利用者に安全に安心して満足いただける商品を提供できることが必要である。さらに，あ
らゆる環境で商品販売機能を維持できる高品質と高信頼性が要求される。富士電機の缶飲料自動販売機は，企画段階からデ
ザインレビュー（DR）による品質および信頼性の作り込みを行って目標とする顧客の要求仕様（FQCDS）を達成している。
DR には，開発から市場まで品質保証を行うための主体となる本体 DR，新たに自動販売機に採用する機能のための先行機
能 DR および自動販売機制御のためのソフトウェア DR がある。
Beverage vending machines must be able to supply products safely and securely, and to satisfy customers at all times. Furthermore, high
quality and high reliability are also required to maintain the vending function in all sorts of environments. Quality and reliability are built into
Fuji Electric’
s beverage vending machines from the planning stage through the DR (design review) stage so that these vending machines
attain the desired FQCDS (function, quality, cost, delivery and service). The DR stage includes a primary DR for assuring the quality from
development through market launch, an advanced function DR for adopting new functions in vending machine, and a software DR for vending
machine control.

1

まえがき

行している。DR に工場内外の関係者および有識者を参加
させることで，担当部門単独の検討に比べてより幅広い知

富士電機は，缶飲料自動販売機の開発および品質保証に

識とノウハウで検討することができる。これにより開発の

ついて，ISO を基軸とした品質マネジメントシステム体系

より早い段階で品質の作り込みを確保することにつなげて

を構築し顧客満足の向上を目指している。製品の開発段階

いる。

からデザインレビュー（DR）による品質の作り込みを実
施し，問題点の早期解決を行って妥当性を検証している。

₃.₁ デザインレビューの期待効果と体系

缶飲料自動販売機の開発で定義している DR の期待効果

このような取組みはお客さまの信頼を得るとともに製品開
発のリードタイムの短縮につながっている。本稿では，品

を次に示す。

質の作り込みについて DR を中心に，開発品質に視点をお

⒜

新製品の開発・改良の目的と内容を明確にし，関係
部門との品質・信頼性に関わる事項を共有化する。

いて事例を含めて説明する。
⒝

2

自動販売機に要求される信頼性

製品仕様・設計内容などに対し広く衆知を集め，経
験を生かして潜在する問題点を抽出し，検討漏れの発

生を防止することで品質を作り込む。さらに，開発製
品の品質向上，安全性の確保，開発時間の短縮と間接

缶飲料自動販売機は無人で 24 時間商品の販売を行う機

費の低減を図る。

器であるため，故障による販売停止があってはならない。
⒞

すべての年齢層の利用者に対して，安全性と操作性が考慮

開発工程のステップを明確にし，計画とフォローを
確実に行い PDCA を実行する。

され，安心して満足していただける商品の提供ができるこ
⒟

とが必要である。屋外設置においては，設置環境の温度や

開発工程・製造工程の文書化が図られ，技術が蓄積

湿度の変化，風雨，日光などの使用条件に耐える構造であ

される。
⒠

ること，ならびに防盗性を備えた構造であることが必要で

市場性のある品質・製品の安全性およびコストを開
発完了時までに実現する。

ある。缶飲料自動販売機には，あらゆる環境で商品販売機
⒡

能を維持できる高い品質と信頼性が要求される。

知的財産権として差別化技術の確保を図る。

DR のステップフローを図 1 に示す。DR は，本体（製

3

デザインレビューによる品質の作り込み

品）DR，先行機能 DR およびソフトウェア DR の三つの
体系で構成している。

缶飲料自動販売機は，開発・製造・出荷および市場設置

⑴

本体 DR

までの品質保証を行うためにデザインレビュー（DR）で

本体 DR は開発の主体となる DR である。開発する製品

決められた評価・検証項目を実施している。開発の進行に

について関係する部門（開発，品保，調達，設備，製造な

応じて DR にはステップを設けており，各ステップの趣旨

ど）が連携し，情報の共有化により全体の開発品質，製造

目的に対応する担当部門が主催し，組織的な品質保証を遂

品質，市場品質の作り込みを行う目的がある。企画段階
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先行機能 DR というステップを設定している。先行機能

（DR0）では顧客の要求仕様（FQCDS）に対して議論を行

DR は，本体 DR より 1 ステップ前倒しの日程で進める。

い開発の是非，開発目標を決定する。

先行機能 DR は開発部と品質保証部が協力して，品質機

計検証を実施する。開発部では，品質保証部や製造部の技

能展開，FMEA（Failure Mode and Eﬀect Analysis：故

術スタッフも参画した検証会を実施し，3D ビューワやメ

障モードおよび影響解析）
，故障解析，シミュレーション，

イクリスト（過去の技術ノウハウ集）を使い図面段階にお

品質工学などの手法を適用し，机上での情報整理と影響予

ける品質の作り込みを行う。検証結果は，開発部へフィー

測を行う。開発ドキュメントは，先行機能 DR の各ステッ

ドバックし，図面または仕様書などのドキュメントに反映

プにて有識者を交えて報告・審議され開発段階で信頼性を

され，次ステップである製品技術試作の妥当性確認へ移行

確保している。
冷却ユニットの開発事例と，シミュレーションの結果

する。
製品技術試作段階（DR2）および量産試作段階（DR3）

に品質工学を用いて評価する手法を取り入れた事例とを，

は品質保証部が主体となり，試作機の検証と妥当性確認を

₃.₃項に示す。

実施する。過去のクレームチェックおよび量産課題，市

⑶

場課題を含めた再発防止の確認により PDCA を実行する。

ソフトウェア DR
缶自動販売機の制御ソフトウェアは，顧客要求仕様に基

試作段階の検証決裁と量産段階の妥当性決裁は品質保証部

づいて製品の基本動作・操作手順・拡張機能を表現するも

長の責任で実施し，すべての課題が解決された製品のみが

のである。ソフトウェアは，顧客仕様を実現するために

量産される体制となっている。

まずシステム上で開発し，本体 DR とは別に独自の DR ス

DR ステップごとに抽出した課題や問題点は，そのス

テップで運用する。開発仕様段階，開発計画段階，シス

テップで解決させることを原則としている。重要な問題が

テムテスト段階，運用テスト段階のステップを経て本体

発生し，解決が納期的に不可能と判断した場合は，品質保

の DR3 までに完成させる。ここで，製品にソフトウェア

証部から“差戻し状”
（工場長決裁による開発見直しの申

を搭載するための総合審議を行うため本体 DR に移行する。

請書）が発行される。これに伴って，開発日程や要求事項

ソフトウェアの信頼性の作り込みを ₃.₄項に示す。

の見直しおよび対策検討を行い，差戻しの回答が出るまで
₃.₂ 本体 DR における製品妥当性確認

次のステップへ課題の先送りをしない，といった品質と信
頼性を確保する仕組みを構築している。

本体 DR2 の段階では，先行機能 DR で機能が確立した

本体 DR における製品妥当性確認を₃.₂項に示す。
⑵

モジュールの組合せ検証を行っている。缶飲料自動販売機
本体としての評価・検証結果を，本体 DR2 で審議する。

先行機能 DR

製品の評価試験を行う前には，試験効率の向上と，トラ

缶飲料自動販売機の新たに採用する機能の開発では，ま
ず実現したい機能を明確にして，その実現方法を計画する。

ブルの未然防止のために試験前 MDR（メイク DR）を実

機能開発の中で，開発負荷の大きなテーマは，R&D など

施する。開発部と品質保証部が集まり，従来機に対しての

の基礎研究を経て製品実現に至る。新たに採用する機構を

変更点と先行機能開発の検証結果およびシミュレーション

品質の作り込みができた状態で自動販売機に盛り込むため，

結果を確認し，弊害について議論する。その後，変更点や

本体 DR

自動販売機本体の開発
責任部署

DR ステップ

製品技術試作段階

DR1

開発部
量産試作段階

DR2

DR3

量産段階
DR4
量産後評価会議
︵開発の振返り︶

量産移行会議
︵妥当性確認︶

量産手配

量試組立性の妥当確認

量産試作手配

量試移行会議
︵試作検証︶

試作組立性の検証

試作手配

製技試移行会議

開発計画段階

試作 ・ 試験評価段階

制御ソフトウェアの開発

開発仕様段階

図１

設計段階

DR0

品質保証部

新たに採用する機能の開発

開発企画段階
ソフトウェア DR

企画段階

3Dビューワ検証会

先行機能 DR

開発部

開発移行決定会議

主な内容

生産企画部

開発計画段階

システムテスト段階

運用テスト段階

DR のステップフロー
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弊害をどのような評価方法で確認するかを決定し，次に示

を時間変化で捉えるものである。庫内を構成する部品間の

す評価試験を実施する。

隙間から漏れるガス濃度を数値化することで，庫内の気密

本体信頼性評価試験：風雨，直射日光などの耐環境
性ならびに利用者に対する安全性などを確認する。

⒝

実販売評価試験：市場に流通しているさまざまな形

性能評価の良否判定ができる。また，測定結果をデータ化
することで，庫内構成や部屋容積での気密性能の比較を容
易にし，データの確からしさを判定する。

の商品が確実に販売できるかを確認する。
⒞

電装評価試験：外来ノイズや電源電圧の変動に対し
てマイコン制御が正しく動作するかを確認する。

⒟

性能評価試験：中身商品を冷やしたり，暖めたりす

₃.₃ 先行機能 DR における手法の適用

⑴

机上分析と事前影響評価
机上分析と事前影響評価による潜在問題点の抽出を，冷

却ユニット事例により次に示す。

る冷却加熱装置や消費電力などを確認する。
性能評価における消費電力試験では，試験効率向上に向
けた取組みを実施している。

先行機能開発では，その機能がどのような要素で構成さ
れているかを明確にする。例えば，冷却ユニットといった

消費電力量に影響する要素として，気密性能，断熱性能，
冷凍機効率があり，それぞれが最適な状態であることを確

モジュールに分けて考え，そのモジュールの評価特性を検
討し，モジュール単体で品質保証評価を実施する。

認する必要がある。中でも気密性能は，自動販売機庫内の

従来の冷却ユニットは，圧縮機，凝縮器，蒸発器など機

断熱材部品，ガスケット部品，商品搬出部品などの隙間に

能部品で構成され冷却運転を行っていた。環境対応型自動

よる空気の漏れに関係する部分であり，消費電力量数値に

販売機の冷却ユニットは，圧縮器で圧縮して高温になった

大きく影響する。

冷媒で加熱庫内を加熱するヒートポンプ動作によって加熱

従来の気密性能評価は目視に頼った検証が主体であり，

も行われる（図₃）
。これらに使用される冷媒切替弁や電

庫内空気漏れの良否判定を短時間で達成することは困難で

子膨張弁などが機能を損なうと，中身商品の加熱や冷却が

あった。消費電力試験後の電力量数値が目標値に達してい

できなくなる。このような重要機能部品で構成される自動

ないことが判明した時点で，気密性確認を行い，評価試験

販売機のモジュールは，その故障モードを想定して，故障

の手戻りが多く発生していた。

の発生頻度，影響の範囲，その故障の致命度などを判断す

この課題を解決するため，事前に気密性評価を短時間で
数値化して捉える技術を確立した。これは，図₂ に示すよ
うに，評価用ガスを庫内に注入し，庫内のガス濃度の低下

る FMEA を取り入れ，信頼性を確保している。FMEA の
代表例を図₄ に示す。
今回 FMEA で解析した結果，従来にはなかった冷却ユ
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図₂

庫内気密性評価
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ニットの運転保護機能が必要であることが判明し，事前影

組合せによる実機検証を行っていたため，評価期間の制約

響評価による潜在問題点の抽出に効果があった。この影響

がある中で膨大な時間を要していた。
富士電機は，信頼性確保と評価時間短縮を両立させるた

さらに，圧縮機の保護動作に関しては電流検出方式以外の

め，気流シミュレーションにおける影響因子の抽出に品質

保護装置としての冗長設計を取り入れて信頼性の向上を実

工学の評価を用いた。これにより，因子効果を予測し最適

現した。

な因子組合せ条件を抽出した上でシミュレーションにより

⑵

検証を行った。

組合せ評価試験期間の短縮
庫内風まわりシュミュレーション事例を次に示す。
自動販売機は，冷却・加熱を任意に設定できる庫内を複

数持ち，缶，瓶および PET ボトル飲料を冷却または加熱

検証の結果，ファン逆流や風量，風速が庫内風まわりに
影響を与えることが分かった。特にファン前方での逆流は，
ファンの軸受温度の上昇にもつながり，ファンの寿命にも

して販売する。商品の冷却・加熱は空気を媒介とする強制

大きな影響を与えていることが判明した。これにより問

対流熱伝達によって行う。このため庫内の部屋割り構成な

題抽出および解決が開発の初期段階で可能になった。図₅

どが異なると，空気の流れに影響を与え中身商品の温度が

に，シミュレーションを用いた解析を示す。図₆ に，ファ

変化する。加熱の場合には，電気ヒータによるもの，ヒー

ン逆流に対する要因効果図を示す。これは，風洞の設計条

トポンプによるもの，といった方式の違いによって空気の

件 A から D に対してそれぞれ水準値を 3 種類設定し，組

流れが変化して，各コラム（個々に仕切られた中身商品の

合せ評価を行ったものである。1 回の組合せ実験で次の三

収納部）の商品温度が安定しない。また，省エネルギーの

つの評価を同時に行うことで，影響する信号因子が効率良

ため庫内ファンの風量を制御して冷却・加熱のゾーン化を

く見つかり，条件抽出の最適化が短時間で可能となった。

進めると，空気の流れがさらに不安定になる。加えて周囲

⒜

ファン逆流：望小特性

温度，周囲環境の違いによる商品温度への影響も避けられ

⒝

熱交換器を通過する風量：望大特性

ない。このため，さまざまな運転状態や環境条件において

⒞

各コラム商品下部の風速：標準 SN 比

も各コラムに安定して風を当て適切な熱量を供給する必要

シミュレーション結果により，ファン逆流，風量，風速

がある。一方で，ファンの軸受部など熱的影響を受ける部

に対し最適な組合せ設計値で機能検証装置（図₇）を製作

分に関しては風を当てないようにする必要がある。

した。従来の目的機能評価では安定時の品温評価であった

商品温度には，庫内各部の気流制御が大きな影響を及ぼ

が，今回の評価に当たっては，加熱立上り時の温度勾配を

すことは明らかである。しかし，実際の気流を容易に視覚

計測することで気流による強制熱伝達の良否を評価した。

化することは難しい。従来の検証方法ではすべての因子の

これらの施策により各コラムの商品温度試験，運転モー
ドによる影響試験，ファン信頼性寿命試験の評価期間が短

ダクト出口
ケース 1

縮できた。
₃.₄ ソフトウェアにおける信頼性の作り込み

ソフトウェア DR は，本体 DR と並行して実施している。
缶飲料自動販売機の省エネルギー制御や商品を販売する
ケース 2

風洞出口

熱交出口

機構の制御，金銭管理や売上集計など自動販売機にはさま
ざまな機能があり，それらの多くをソフトウェアで実現し

・・・

ている。富士電機では，自動販売機のソフトウェアの信頼
性は，表 1 に示す 3 点を満たすことと捉えている。

ケース 9

図₅

ソフトウェアは，記録される媒体の劣化・破損がない限

シミュレ－ションを用いた解析

SN 比（dB）

24.06
21.61
19.15
16.69
14.23

図₆

影響因子
（SN比の変化大）
1 2 3
設計条件A

1 2 3
設計条件B

ファン逆流の要因効果

1 2 3
設計条件C

1 2 3 水準値
設計条件D

図₇

機能検証装置

125（ 15 ）

特 集

評価により，冷媒回路に新しく温度センサを組み込んだ。

富士時報

表₁

缶飲料自動販売機の品質・信頼性の作り込み
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手段など）と出力（対処方法など）を明確にする。

ソフトウェアの信頼性

⒞

顧客の真の要求が，漏れなく正確に定義されていること

特 集

仕様の
正しさ
実装の
正しさ

ソフトウェアのイレギュラー処理
ソフトウェアを構成する個々のモジュールについて，

すべてのイレギュラーな入力に対して，適切な対応が定義さ
れていること

発生し得る状態とイベントを状態遷移表にする（図₈）
。

異常処理を含むすべての仕様が，正確に実装されていること

表から，状態に応じたイレギュラー発生時の処理を分
析・決定する。これにより，ほかのモジュールにバグが
あった場合や局所的なメモリの破壊などに対応したソフ
トウェアを構築する。

ステータスマトリックス 【モジュールＡ】
イベント
状

態

状態Ⅰ
状態 Ⅱ
状態 Ⅲ

起

動

停

止

⑵

○○スイッチ
ON

○○スイッチ
OFF

*****
→状態 Ⅱ

NON

イレギュラー

NON

NON

*****
→状態Ⅰ

*****
→状態 Ⅲ

イレギュラー

*****
→状態Ⅰ

イレギュラー

*****
→状態 Ⅱ

NON

実装の正しさ
ソフトウェアが仕様どおり実装できるかどうか，変更

箇所のコードレビューを実施し，各 DR で確認する。また
ソフトウェアの完成度の把握については，バグ曲線（168
ページ「解説 2」参照）などを用いて完成度が目標に近づ
いていることを確認しながら信頼性を向上させる。

4

あとがき

富士電機の缶飲料自動販売機について，開発段階の DR

モジュール B
モジュール D
モジュール A

による品質・信頼性の作り込みについて事例を交えて紹介
した。今後も，自動販売機は身近な存在であり，製品の品

モジュール E
モジュール C

質を維持向上していくことが重要である。自動販売機は，
安定した市場を形成するため従来の国内市場から海外市場
へ展開を広げ，さらに高機能化，高信頼性化，開発期間

図₈

ソフトウェア構成と状態遷移

の短縮化を達成していく必要がある。このような環境変化
に対応するために，品質保証技術や信頼性技術を高めて品

り期待された機能を維持することができる。すなわち，顧

質・信頼性の作り込みをより強化していく所存である。

客から要求される機能と，考えられる異常ケースに対応す
る処理が，明確かつ適切に仕様化され，正確にプログラム
に反映されることが肝要である。こうした考え方に基づき，

富松

それぞれを次に示す手段でソフトウェアの信頼性の向上に

自動販売機の本体設計開発，品質保証に従事。現

取り組んでいる。

くり本部三重工場品質保証部主任。

⑴

仕様の正しさ
⒜

和成

在，富士電機リテイルシステムズ株式会社ものつ

顧客要求の仕様化
ソフトウェア DR は独自の DR ステップを制定してお

り，その早期の段階で要求仕様に対する各仕様の妥当性

中条

を評価している。開発構想時のレビューでは，顧客要求

自動販売機の品質保証に従事。現在，富士電機リ

の分析結果について評価し，仕様書作成時のレビューで
は設計・詳細仕様について評価する。
⒝

孝則

テイルシステムズ株式会社ものつくり本部三重工
場品質保証部主任。品質工学会会員，日本冷凍空
調学会会員。

ハードウェアのイレギュラー処理

ソフトウェアが動作するためのハードウェアに対して，
まず FMEA による異常パターンの洗い出しと対応処理
の仕様を明確にする。追加・変更する機能や機構に対し
て発生し得る故障を抽出し，それらが発生する原因と影
響を分析して対処を検討する。このとき，ソフトウェア
による対処が必要な場合は，そのための入力（故障認識
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井下

尚紀

自動販売機用冷却ユニットの開発に従事。現在，
富士電機リテイルシステムズ株式会社ものつくり
本部三重工場品質保証部主任。日本機械学会会員，
日本冷凍空調学会会員，品質工学会会員。

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

