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あ ら ま し

富士通フロンテックが金融，流通，公共などに向けて提供している端末機器は，現金

自動預払機（ATM：Automated Teller Machine）や，セルフチェックアウトシステム（SCO：
Self Check Out system）に代表される専用機器が大半を占め，エンドユーザが直接操作
するものが多い。そのため，操作性や，機能，性能，品質，安全性などを十分考慮して，

開発～評価を行う必要がある。その品質保証の要が，DVT（Design Verification Test），
品証評価，システム評価である。DVTでは，製品の基本コンポーネントそれぞれのマー
ジンも含めた機能，性能などを確認し，各コンポーネントを積み上げて製品を作り上げる。

品証評価では，フィールドでの使用条件を想定した評価や各種の負荷試験など，徹底的

な評価を繰り返し実施する。システム評価では，実運用と同じ環境を作り，異常時のリ

カバリなどを含めたシステム全体の評価を行っている。これらの評価を経ることにより，

富士通ブランドを冠する高品質の製品を世の中に送り出すことができるのである。

本稿では，この「三つの評価」について紹介する。

Abstract

The products called terminal equipment that Fujitsu Frontech provides are used 
in financial institution, retail and public organization.  Those are mostly specialized 
equipment, as represented by automated teller machines (ATM) and self check out 
systems (SCO), and they tend to be directly manipulated by the end users.  Therefore, 
development and evaluation test should be done by sufficient consideration to 
operability, functionality, performance, quality, and safety.  The cornerstones of such 
quality assurance are design verification tests (DVT), validation tests, and system 
tests.  In DVT, the functionality and performance of the basic components of the 
product including its margins are checked.  After every component passes the test, 
the product is then built up from each component.  In validation tests, checks and 
various types of load test are carried out by assuming how a product will be used in 
the field and exhaustive evaluations are repeatedly made.  In system tests, Fujitsu 
creates an environment that is the same as the one in which the product will actually 
be used and evaluates the whole system from aspects such as recovery from a failure.  
Through these evaluations, it becomes possible to send out into the world the high-
quality products that bear the brand name of Fujitsu.  This paper introduces these 
three evaluations. 
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D　　V　　T

DVTは，設計検証であり，設計者自身が試作品
や製品が設計値どおりにできているかを確認する
作業である。

3D-CAD（3 Dimensions-Computer Aided Design）
による干渉チェックやシミュレーションはもちろ
んであるが，特にメカトロニクス製品では，原理
試作や部分試作による要素技術の積上げと，EM
（Engineering Model）機によるDVTが製品の機能，
品質の成否を決定する。

FTECの主力製品である現金自動預払機（ATM：
Automated Teller Machine）では，通帳，カード，
紙幣，硬貨を処理するメカユニット単位でそれぞ
れDVTを実施する（図-1）。そして，それらを組み
上げたATMを使用して，システム全体の運用方法
や，異常発生時のリカバリなど，異常系も含めた
動作一つひとつを確認して機能，性能，品質を作
り込んでいく。
各メカユニットのDVTでは，部品一点一点を確

認しながら組立てを行い，その過程で部品の精度
や組立作業に問題がないかを確認し，改善点は即
時に図面にフィードバックしていく。時には部品
の再製作が必要になる場合もあるが，多くの場合
は部品の追加工（曲げ加工や切削）で処置を施して，
組上げていく。機構部にセンサ，モータ，ソレノ
イドなどが組み付けられ，プリント板，電源を接
続し，ファームウェアが組み込まれて，メカユニッ
トが完成となる。もちろんEM機なので，ほとんど

D　　V　　Tま　え　が　き

富士通フロンテック（FTEC）では，製品開発プ
ロセスを以下の五つのフェーズに分けて，検証と
レビュー（DR：Design Review）を実施している。
・ DR0：企画
・ DR1：基本設計
・ DR2： 詳 細 設 計/設 計 検 証（DVT：Design 

Verifi cation Test）
・ DR3：品証評価（妥当性確認）/システム評価
・ DR4：量産サポート

DR0では，市場調査でデータを分析し，市場の
環境・運用の変化，品質目標値，RASIS（Reliability，
Availability，Serviceability，Integrity，Security），
顧客要求事項などをまとめ，DR1で製品仕様に反
映する。DR2では，設計にインプットした要求事
項とアウトプットが適合しているかを様々な条件
で検証し矛盾を解決する。DR3では，市場での稼
働を想定し，要求事項を満足していることを客観
的に確認し，妥当性を検証する。
特にFTECの製品は，エンドユーザが直接操作す
る製品が多く，想定外の操作をされる場合がある。
そのようなイレギュラーなケースにおいても稼働
に支障が出ないよう，製品を作り込む必要がある。
また，利用者の範囲も変化してきており，安全性
を確認するため，製品セルフアセスメントを実施
している。実施に当たっては，社内で認定を受け
たメンバにより，電気エネルギーによる危険性や
構造的な危険を想定し，異常発生時も人身・財産
に影響がないかなどの確認をする。
製品開発においては，DVTの中で構成部品一つ
ひとつの検証を積み上げることによりユニットと
して完成させる。品証評価ではそれらのユニット
を組み上げて製品とし，機能，性能，品質，安全
性を保証するための評価を行う。その製品と上位
サーバ，実際に使用されるソフトウェアなどを組
み合わせて，システム全体の評価を行うのが，シ
ステム評価である。システム評価では，実運用を
考慮した，異常時のリカバリ評価，他社機器との
連携確認などにより，お客様に満足いただける製
品の提供に取り組んでいる。
本稿では，DVT，品質評価，システム評価の「三
つの評価」の取組みを紹介する。

ま　え　が　き

図-1　ATMのイメージ図

カード
ユニット

紙幣
ユニット

通帳
プリンタ

硬貨
ユニット



FUJITSU. 64, 4 （07, 2013）428

DVT，品質評価，システム評価の三つの評価徹底による品質向上への取組み

や地域（EU連合など）が求める安全基準に準拠
していることを証明するEvidence（証明書）につ
いては，客観性を担保するために第三者機関によ
る基準適合の認定と証明書の発行を行っている。
FTECでは万全を期するために，設計開発部門と品
質保証部門の双方に安全エキスパートと呼ばれる
専門知識を備えたスタッフを配し，第三者機関に
よる認定と同レベルのチェックを行う体制を整え
ている。
このような取組みにより，規格や法規に対し十
分なマージンを確保し安全な製品を実現している。
（3） ヒューマンインタフェースの品質評価

FTECの製品は，金融，流通，公共の各業種に対
応した専用端末であり，その製品はお客様のお客
様，いわゆるエンドユーザが直接操作する装置も
数多く存在する。このことは，各業種が要求する
特殊な装置の仕様や条件を満たしながら，エンド
ユーザに対する操作性や視認性などのヒューマン
インタフェースを兼ね備える必要があることを意
味している。また近年では，スーパーマーケット
内に設置が拡大しているセルフチェックアウトシ
ステム（SCO：Self Check Out system）や，駅構
内やコンコースなどのオープンスペースへの設置
が進められているATMにおいて，若年者やお年寄
りの利用が増加しており，製品設計の想定を超え
た操作に遭遇している。このような多様なエンド
ユーザの操作性を検証するためには，最終的には
人間の感覚による判断が最も重要である。そのた
め，個々の製品に応じた品質要件を漏れなく評価
するために製品ごとに個別の検証項目を設定して
いる。更には，疑似的なシステム環境を用いて実
際に製品端末を使用した取引を繰り返し行うこと
により，使いやすさや誤操作時のリカバリのしや
すさなど，体感品質の確保にも重点を置いている。
評価は次のような観点で展開される。

・ 直観的な分かりやすさ（色，大きさ，メッセージ）
・ 操作感（色，音，速度）
・ そのほか（操作速度，指操作の強弱）
近年，バリアフリーへの取組みが浸透し，操作
される方全てに同レベルの操作性を提供する試み
が行われている。身長の高低による視認性の違い
や，視覚や聴覚の配慮，車いすユーザなど，多岐
にわたる項目について設計の配慮が行われる。こ

が手作りの部品である。このEM機を使用して，基
本機能，各種マージン試験，耐久試験などを実施
する。その確認の中で，駆動力アップや機構部品
の強度アップ，異常負荷発生時の力の分散方法な
どを決定し，製品として完成度を高めていく。

DVTの中で設計値の正当性の確認，各部のマー
ジンの確保，問題箇所の修正などを行い，製品と
して必要な機能，性能，品質を確保できた時点で
品質保証部門への報告を行い，DVTの完了となる。
そしてDVT完了後に，次の工程である品証評価へ
とプロセスを進めるのである。

品　証　評　価

品質保証部門では新規開発製品に対し，機能，
性能，品質，安全性，製造性，保守性について検
証評価を実施し，量産可否・販売可否の判断を行う。
その特徴的なポイントを以下に述べる。
（1） DVT結果レビュー
新規に開発された製品は，設計段階において設計
者自らがDVTで一通りの機能，性能，品質の検証
を行うことは前章で述べた。品質保証部門ではその
DVT結果のレビューを行い，テスト項目の漏れや
テスト結果の合否判定の妥当性を確認する。DVT
レビューを品質保証部門が実施することで開発工程
の途中経過において以下の内容が担保される。
・ テストの合否判断が客観的に満足できていること。
・ 設計段階での品質が目標を満足していること（市
場競争に耐え得る品質であること）。

・ 以降の開発工程に影響を与えるリスクがないこと。
また，このDVTレビューを通して新製品の特徴
を事前に把握することが可能となり，続く品質保
証部門での妥当性評価の重点チェックポイントと
してテスト項目が設定され，検証の網羅性・精度
を確実にすることができる。
（2） 妥当性検証－各種規格・法規準拠の評価

FTECの製品は，全て富士通グループ共通の社
内規格を満たすことが義務付けられている。また，
安全性や環境保護などについては国内外の法規制
や各種団体の自主規制に則した製品であることが
絶対条件である。品質保証部門では，このような
規格・法規類にFTEC製品が準拠しているかを検証
している。
海外出荷を前提とした製品の場合，出荷先の国

品　証　評　価
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のような部分の妥当性検証は個人ごとの感覚や印
象が異なるケースが多い。FTECでは開発の段階よ
り多数の社内操作被験者によるテストを繰り返し，
アンケートや提案による気づきを重ね，より完成
度の高いヒューマンインタフェースを備えた製品
となるように検証を実施している。
（4） 耐環境・耐久性評価

FTECの製品は業態ごとに異なる特徴的な設置環
境や用途に用いられる。このため，信頼性確保のた
めの耐環境性能や耐久性が製品に求められている。
一般的には，JIS（日本工業規格）が定めた基
準に沿った試験が行われるが，更に細部の完成度
を検証するために，それぞれの製品の特徴に応じ
た評価試験を実現する特殊な試験用ツールを開発
している。例えば，地下鉄駅の連絡通路など人々
の往来が激しい場所では，通行人の衣類から発生
する繊維のほこりが大量に空気中に浮遊している。
このような環境では，ATMなどの装置内部を冷却
するための空気の循環に綿ほこりが常に混じり込
んでしまう。このため空気取入れ口の目詰まりや，
装置内部への綿ほこりの蓄積による動作不良など
を誘発する恐れがある。このような耐環境性能を
検証するために，図-2の綿ほこり発生装置のよう
な特殊な試験装置を導入し，強制的に綿ほこりを
発生させた環境で製品を動作させて評価を行って
いる。
別の例では，ハードディスクの冗長回路として

RAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）
によるデータ保護機能を有する製品がある。これ
らの製品の冗長回路の評価を行う場合，疑似的にエ
ラーを網羅的に発生させて，バックアップ系への切

替わりが問題なく行われることを検証する必要が
ある。このようなケースにおいては，疑似故障試験
機を用い，ハードディスクに発生するであろうエ
ラーを人為的に引き起こすことで冗長回路の妥当
性を漏れなく検証することを確実にしている。
また，電源やLAN回線由来のノイズや，人体や
媒体（紙幣，通帳，レシート，カード，投票券など）
の静電気などに対する耐久性についても独自の基
準を設けて検証を実施し，設置や使用環境に対す
る信頼性の確保に努めている。

システム評価

●　製品の総合評価
品質保証部門では，メカユニット，装置全体，
およびソフトウェアなどの評価対象ごとに詳細な
機能評価や，様々な環境における安定度評価など
を実施している。以前の評価プロセスにおいては，
ハードウェア評価，ソフトウェア評価はそれぞれ
の担当部門で細かく実施されているものの，お客
様のアプリケーションを搭載した環境において，
システム全体としての整合性の観点からの評価が
不足しているという課題があった。その課題を解
決すべく，2007年4月にシステム評価センターを設
立し，各品質保証部門で評価済のハードウェア製
品やソフトウェア製品を組み合わせ，整合性確認
を中心として，異常時のリカバリ評価，安定度評
価など，総合的な評価を第三者的な視点（お客様
の視点）から実施している（図-3）。
●　評価ツールの開発と活用
評価を実施する場合，通常の操作では事象を発
生させることが難しいことが多々ある。このよう
な評価上の問題を解決するため，システム評価セ
ンターでは様々な評価ツールを使用している。適

システム評価

図-2　綿ほこり発生装置 図-3　品質保証プロセス
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・ リグレッションテスト（注1）の自動実行
・ 連続動作の繰返しによる安定性の検証
・ 夜間の無人試験の実現
・ 高速再生モードを使った負荷テストの実現
（2） 疑似ホスト（LIAR）

ATMの評価においては，多種多様のプロトコル
で接続されるホストを用意する必要があるが，実
ホストの準備まではできないため，PC上で動作す
る疑似ホストを社内で開発し，開発部門から品質
保証部門まで共通でテストに使用している。この
ツールは各プロトコルの電文仕様（注2）に基づき，ホ
ストからの送信テストデータを作成し，疑似ホス
ト内で自動的に折り返してデータを送信するよう
設定することで，疑似的にホストを接続した電文
試験（注3）を可能としている。テスト用の送信データ
の作成も，バイナリエディタを使用し直接作成す
る方法以外に，データ作成コンパイラを使用した
自動作成も用意しており，使い勝手も考慮してい
る。これにより，お客様ごとに異なるホストとの
接続テストをシミュレートし，ネットワークに関
してシステムの品質確保を実現している。
●　ロボットの活用による自動化
長時間，システムを連続動作させて，システム

（注1）　プログラムを変更したことによって予想外の影響が現
れていないかを確認するテスト。

（注2）　コンピュータ間のネットワーク上でデータを送受信す
るためのデータ形式を定義したもの。

（注3）　コンピュータ間で送受信されるデータが電文仕様で規
定されたとおりに動作しているかを確認するテスト。

切なツールがない場合には，評価ツールを独自に
開発することによって評価内容の充実を図ってい
る。それらの評価ツールのいくつかを以下に紹介
する。
（1） UPD（USB Pseudo Device）

FTECの製品においては，様々なI/Oが接続され
ている。これらのI/Oも含め装置を自動で動作させ，
システムの安定性などについて自動試験を行う必
要性から評価ツールUPDを開発した（図-4）。これ
はI/Oの接続インタフェースがRS-232CからUSBに
切り替わった時期に，市販品を調査したが適切な
ツールがなかったため独自に開発したものである。
ツール内部で各I/Oからのデータを記録し，それ
らを再生する機能を持たせたツールである。例え
ば，POS装置に接続された固定スキャナ，タッチ
スキャナ，電子キーボードなどから入力されたデー
タをUPDに記録・保存し，その保存したデータを
もとに動作させることで装置の自動試験を実施す
ることが可能になる。また，ロボットを使用した
ATMの評価においては，UPDとロボットとの同期
取りが必要な場合がある。例えば，UPDで預金の
引出しキーのデータを再生した後に，ロボットに
よりカードを挿入するケースなどである。これに
ついては，UPDとロボットとの間で待合せが可能
となるようなインタフェースを追加し，対応でき
るようにした。
このUPDを導入したことで，以下の効果を上げ
ることができた。

図-4　UPDの概要
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DVT，品質評価，システム評価の三つの評価徹底による品質向上への取組み

境下（高温，低温）での耐久試験や障害発生時の
再現テストを効率的に行っている。

む　　す　　び

本稿では，品質向上の取組みとしてDVT，品証
評価，システム評価の「三つの評価」について説
明した。DVTではメカユニットの検証事例を，品
証評価では耐環境評価の実例，システム評価では
お客様視点での評価や独自開発ツール，ロボット
による自動化の事例を述べた。FTEC製品が様々な
環境の中で，不特定多数の人を対象にし，多様な
媒体（現金，カード，用紙など）を扱いながら常
に安定した機能，性能を発揮してお客様から高い
信頼を得るためには，「常にお客様からの品質視点」
を持ち，製品に採用される新テクノロジーの理解
とお客様の運用環境に関する知識を高め，評価業
務を実践することが重要であり，今後もこの考え
で評価を実践していくことで品質向上に貢献して
いく。

む　　す　　び

の安定性を評価する場合，人手で繰り返し操作す
るのには限界があるため，システム評価センター
ではロボットを利用して自動運転を実現している
（図-5）。例えば，ATMでの入力操作やカード・通
帳の挿入などの操作をロボットに実行させるため
に，ロボットアームの先端の加工や動作の終了を
検知する方法などについて追加・改造を実施し，
無人でも連続操作が可能としている。このロボッ
トを利用することで，24時間の連続試験だけでな
く，人間による長時間作業が困難な劣悪過酷な環

豊泉定夫（とよいずみ　さだお）

富士通フロンテック（株）
品質保証本部システム評価センター 
所属
現在，製品全般のシステム評価業務に
従事。

沢栗一広（さわぐり　かずひろ）

富士通フロンテック（株）
品質保証本部公共システム品質保証統
括部 所属
現在，公共システム（トータリゼータ，
表示システム）関連製品の評価に従事。
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富士通フロンテック（株）
品質保証本部金融システム品質保証統
括部 所属
現在，海外向け金融端末関連製品のメ
カユニット品質保証業務に従事。
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品質保証本部金融システム品質保証統
括部 所属
現在，金融端末関連製品のハードウェ
ア品質保証業務に従事。
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図-5　ロボットによるシステム評価の自動化


