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最近はユビキタスコンピューティングが普及しつつあり，

携帯電話を身近な例とする組込みソフトウェアの発展が目

覚ましい。自動販売機のソフトウェアも，自動車や携帯電

話に搭載されるソフトウェアと同様，機器組込みソフト

ウェアの分野に属する。

2004 年の経済産業省の組込みソフトウェア産業実態調

査によると開発規模も 2 兆円を超える産業になっており，

従事する技術者も 15 万人を超えている。

組込みソフトウェアとしての傾向は，より規模の大きい

ソフトウェアを，より短期間で開発する要求が増大してお

り，ソフトウェア開発力の強化が要求されている。

自動販売機のソフトウェアも例外ではなく，顧客ニーズ

を実現するため，ネットワーク技術の適用や Java
〈注〉

搭載自

動販売機の開発を推進してきたので新規開発ソフトウェア

の量が増大している。これに伴い，生産性の向上とともに

機能の複雑化による品質管理の向上がより一層必要となっ

ている。

本稿では，自動販売機の制御ソフトウェアに関する生産

技術について，その発展の経緯や開発の現状，主な技術，

今後の方向などについて紹介する｡

自動販売機のソフトウェアの開発

製品としては，毎年，顧客要求への対応，メーカー提案

の新機能を盛り込んでハードウェア・ソフトウェアを開発

している。概略の機能仕様は，5，6 月ごろから検討が始

まり，およそ年末ごろまでに製品検査を完了させて出荷し

ている。ソフトウェアの製品系列（プロダクトライン）と

しては，大きく缶，カップ，パック，たばこ，その他の機

種による分類と顧客別による分類がある。製品の出荷時期

の関係から開発工程が同時期に重なるものが多い。ソフト

ウェアの開発規模も増大し，缶飲料用の制御ソフトウェア

の場合，300 万行以上の開発管理が必要となっている。

２.１ 自動販売機のソフトウェアの特徴

自動販売機の主な制御対象としては，加熱・冷却機構，

金銭処理機構，商品搬出機構があげられる。

さらに最近の傾向としては，ネットワーク化，IT（In-

formation Technology）化が進み，情報処理機能が格段に

レベルアップした。機能別に，自動販売機ソフトウェアを

分類すると図１のようになり，基本制御のほかに POS

（Point of Sales），通信プロトコル，キーボード，データ

ベースなどで 50 ％を占めている。

制御方式としては，機能別に分けて複数のマイコンに分

散し，自動販売機の分散制御システム方式が業界の標準と

なっている。マイコンは 32ビットが主流となり，メモリ

容量も拡大して機能アップに対応してきている。

２.２ ソフトウェア生産技術の進化

自動販売機ソフトウェアは，2000 年機を開発する際に

性能面，仕様の追加，プログラム容量などから CPUを 32

ビット化するのに伴い，これまでのＣ言語＋構造化手法か

らソフトウェアを全面的にオブジェクト指向により新規再

開発した。同時にソフトウェア開発プロセスや作業標準の
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図１　自動販売機における主制御の機能別内訳
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整備，CMM（Capability Maturity Model）や ISO9001に

よるプロセス改善，およびプロダクト改善に取り組み，現

在に至っている。

ソフトウェア開発方法論や環境などの変遷を表１に示す。

２.３ ソフトウェア生産技術の研究

産学共同研究として，さまざまなテーマで研究開発を実

施しているが，ソフトウェアの分野ではオブジェクト指向，

形式手法，アスペクト指向，分散オブジェクト技術などに

ついて共同研究を進めている。

これらの技術を自動販売機ソフトウェアをモデルとして

取り組み，試行と評価を繰り返しながら量産ソフトウェア

への移行を進めてきた。次章から主要な開発技術について

述べる。

オブジェクト指向による再構築

従来，構造化手法により，マルチタスク OS 上でソフト

ウェアの開発を行ってきたが，グローバル変数を各プログ

ラムで使用することによる排他制御の問題や，これらの資

産を他システムで再利用する場合に制約があった。これら

の問題に対してオブジェクト指向の特性（カプセル化，

メッセージパッシング）を利用して解決を図った。ただ単

純にタスク内ライブラリをオブジェクト（クラス）化する

と基本制御機能と情報処理機能のオブジェクト同期（排他）

の制御を設計する必要がある。しかし，クラスごとに排他

制御を行うと OSのオーバヘッドは著しく増加していく。

この同期処理を単純化のために，ARTIC（Abstraction

for Real Time Control）というオブジェクト実行環境（プ

ラットフォーム）を自社開発した。これを利用した金銭の

クラス構成例を図２に示す。

３.１ リアルタイム制御の実行環境

ARTICとは，各クラス（オブジェクト）を状態遷移モ

デル（表）で表記実装しオブジェクト指向技術を中心とし

た開発方法および動作環境である。

ARTICの動作原理（擬似並行実行モニタ）

オブジェクト単位に応答用スレッドを設け，メソッド

（操作）で起動事象の記憶と起動要求を行う。動作概要は，

搬出機構では図３のようになる。

図３では，販売オブジェクト内のプロセスから搬出オブ

ジェクトにメッセージを送信する。メッセージを受信した

ら自オブジェクトのトリガ（起動事象）をセットする。ト

リガがセットされたらオブジェクトの所属スレッドに起動

をかける。自オブジェクトのスレッドが回ってきたときに

処理を実行する。

状態遷移モデル

プロセス処理は，状態遷移モデルを作成することにより

実現する。状態遷移モデルは，図４に示すように外部また

は内部からのイベント（E1，E2 ・・・）とクラス（オブ

ジェクト）の状態（S1，S2 ・・・）およびアクションか

ら構成される。

３.２ オブジェクト指向の成果

オブジェクト指向は，構造化手法に比べてモジュール性

や再利用性に優れていると一般的にいわれている。本プ
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図３　搬出機構の動作概要

表１　ソフトウェア開発方法論や環境の変遷 

2000年以前 

手　法 ™構造化手法 

言　語 ™C言語 

2000年～ 

™オブジェク 
　ト指向 

™C言語による 
　抽象データ 
　プログラミ 
　ング 
™UML 
™Java

プラット 
フォーム 

™リアルタイム 
　OS 
　（マルチタス 
　　ク） 

™ARTIC

ソフト 
ウェア 
アーキ 
テクチャ 

™機能別タスク 
™タスク内 
　ライブラリ 

™三層参照 
　アーキテク 
　チャ 
　（MVC） 

再利用 
フレーム 
ワーク 

™ライブラリ 
　一覧による 
　設計割付け 

™クラス一覧 
　による設計 
　割付け 

現在～将来 

™オブジェクト指向 
™アスペクト指向 
™モデル駆動開発 

™C言語による抽象データ 
　プログラミング 
™開発中間言語としてRuby 
™UML（Unified  
　Modeling Language） 
™Java（CDC版） 

™ARTIC 
™再定義によるアスペクト 
　間記述（部品接続） 
™再定義による抽象レベル 
　階層 

™マルチコンサーンアーキ 
　テクチャ（状態遷移，ロ 
　ジック，ハードウェア， 
　タイマ，データ） 
　抽象レベル階層（純部品 
　群→アプリケーション依 
　存コンポーネント） 

™部品接続 
™抽象レベル階層差分開発 
™プロダクトライン 
™MDA（モデル駆動型アー 
　キテクチャ） 
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ラットフォームにより OSに対応したトリガ部とスレッド

部を用意することにより，オブジェクト自体は OSに依存

しないものを実現することができる。本仕組みにより実機

がなくてもパソコン上で開発，パソコンによるプロトタイ

ピングを行うことができる。現在までにほとんどの量産ソ

フトウェアをこの技術により開発し，品質の向上に大きく

寄与した。

アスペクト指向によるコンポーネント開発

自動販売機への適用モデル

オブジェクト指向での効果をさらに進めるためにアスペ

クト指向に取り組んだ。

ソフトウェアの保守性，再利用の向上を目標とした場合，

重要なポイントはプログラム全体を一括で開発するのでは

なく，プログラムをうまく部品として，分解して組み立て

ていく開発が有効である。部品化を実現するうえで問題に

なるのは，機能間のつながりであるが，この解決方法とし

てアスペクト指向の特性（横断機能の分離）を利用して解

決した。

ただ，この考え方は横断要素の抽出が難しく，規定を設

けずに設計していくと再利用性の低いソフトウェア構造に

なってしまう。そこで自動販売機制御で共通に適用できる

アーキテクチャモデル（図５）を開発した。

コンポーネントの結合方法

コンポーネント間の結合部はアスペクト間記述と呼び，

本件は図６のようにプログラム再定義を利用し実現した。

これはコンポーネント Aからコンポーネント Bの処理を

直接呼び出していたものを，間接的に呼び出すようにした

ものである。コンポーネント Aの合流点（コンポーネン

ト Bの関数呼出し）を削除してアスペクト間記述に再定

義する。アスペクト間記述から関数を呼び出すことでコン

ポーネント Bの処理が実行できる。これにより，コン

ポーネント Aからコンポーンネント Bの情報がなくなる

ので，コンポーネント間の結合度を下げることができた。

しかし，コンポーネント Aからアスペクト間記述に関

数を呼び出すタイミングを伝える方法に課題があった。そ

こでオブジェクト指向の継承とメソッドハッシュ（キーに

より実行する関数を指定する表）を利用して課題を解決し

た。

コンポーネント Aにハッシュ表を所有するクラスを作

り，アスペクト間記述には，図７で示すような特異クラス

（サブクラス）を作る。クラスの処理の合流点にハッシュ

キーを登録し，特異クラスのメソッドハッシュにはコン

ポーネント Bの関数を登録しておく。これにより合流点

のキーが呼ばれると，それに対応するコンポーネント B

の関数を呼び出すことができる。

アスペクト指向の効果

上記のようにアスペクト指向プログラミングでは，「横

断要素」と呼ばれるオブジェクトにまたがった処理を分散

させないで単一のモジュール「アスペクト」にまとめて記

述しておくことでプログラム結合ができるようになった。

今後の再利用開発を行ううえでのキーとなる技術であり，

現在キーボードのソフトウェアを対象としてコンポーネン

ト化を進めている。
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図５　自動販売機のアスペクトアーキテクチャ

定数，インスタンス 
変数ハッシュ表 

スーパークラス 

メソッドハッシュ表 
継承関係 

アスペクトメソッドの登録 

再定義側 コンポー 
ネント 
A側 

クラス 

定数，インスタンス 
変数ハッシュ表 

スーパークラス 

メソッドハッシュ表 

特異クラス 

インスタンス変数 
ハッシュ表 

オブジェクト 

図７　特異クラスによる再定義

コンポーネントA

アスペクト間記述 

コンポーネントB

処理 
関数呼出し 

再定義 

処理 

合流点 

図６　アスペクト間記述によるプログラム再定義のイメージ

金銭カテゴリーの入金クラス 状態遷移内での処理 

E1 E2 E3 E4

S1 A11 A12 A13 A14

S2 A21 A22 A23

S3 A31 A32 A33 A34

オブジェクト内の変数に 
アクセス 
他オブジェクトへイベント送信 
状態の切替え 

図４　状態遷移モデル



自動販売機制御ソフトウェアの生産技術

プロセス改善の実施

ソフトウェア開発のプロセスの評価と改善手法として米

国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所で開発さ

れた CMMによるアセスメントを実施した。評価結果か

ら管理プロセスの実現を目標に改善を進め，下記の点で効

果が得られた。

プロジェクト管理

仕様変更管理

構成管理

リスク管理

レビュー技術

これらは，ISO9001の認証取得後も継続的なレベルアッ

プに取り組んでいる。

ソフトウェア生産技術による成果

品質の向上

品質向上を第一の目標として取り組み，ソフトウェア開

発中の不具合を大幅に減らした（ここ 3，4 年は，前年比

20 ％以上の削減率を継続）。設計品質の作り込みを前工程

で実施することにより，後工程である試験工程での品質向

上が実現し，短期間での出荷品質確保が可能となった。

さらに設計完成度としては，不具合の件数のほかにも品

質指標（ドキュメントやレビューなど）を定め，品質保証

部門とも連携してより信頼性を向上できるよう取り組んで

いる。

ソフトウェア開発力の強化（オフショア開発）

長期的な人材育成への取組み，プロセス，プロダクトの

改善および開発環境の整備（自動販売機がなくてもパソコ

ン上での検証ツールの開発）などの総合的な施策により海

外拠点（中国・杭州富士制冷機器有限公司）での開発が可

能となり，浙江大学との連携もあって大きな開発戦力と

なっている。

今後の取組み

ソフトウェア開発において，実績のあるソフトウェアを

有効に再利用することが，高品質，生産性の向上に役立つ

ことは一般にいわれているが，単なるプログラム，仕様書

の流用から，製品のファミリー，シリーズ全体での品質，

生産性を戦略的に向上させる再利用技術としてプロダクト

ラインが注目されている。

再利用する部品をコア資産として開発するには，自動販

売機の全体の機能分析（ドメイン分析）を的確に行い，

アーキテクチャの構築と有効な再利用部品をいかに開発で

きるかが重要である。今後もこの課題に取り組んでいく予

定である。

あとがき

以上，自動販売機の制御ソフトウェアに関する生産技術

について，その発展の経緯や開発の現状，主な技術，今後

の方向などについて紹介した｡

今後，さらにソフトウェアの生産技術を発展させること

により，安心して使っていただけるようさらに信頼性の向

上を図るとともに，さまざまな市場ニーズにスピーディに

対応できるよう邁進（まいしん）していきたい。

最後に自動販売機の開発に際し，終始ご支援・ご協力い

ただいた関係各位に対し深く感謝の意を表す次第である｡
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