
1　まえがき

富士電機では，社内で普及している三次元 CAD を併用
しながら，市販，自社製作を問わずさまざまなシミュレー

ションソフトを使用して，品質向上の試みを各分野で行っ

ている。具体的には，数多くある設計パラメータの条件の

ばらつきに対して，シミュレーションによる性能検証を行
い，設計にフィードバックしている。

本稿では，富士電機の通貨機器関連事業のうち，紙幣を

取り扱う金銭処理機器において，紙幣詰まりなどによる機
械停止がないように機構動作の品質向上を目的とした機構
と制御のシミュレーションの連携解析技術について紹介す

る。

2　金銭処理機器におけるシミュレーション技術

₂.₁　金銭処理機とその課題

受け入れた紙幣を正確に識別の上，素早く計数し，つり

銭を払い出す富士電機の金銭処理機は，さまざまなフィー

ルドで活躍している。スーパーマーケット，デパート，コ

ンビニエンスストアでキャッシャやレジスタと連動して顧

客のお金の受渡しを素早く，間違いなく自動的に払い出す

自動つり銭機（図₁）はその一例である。

金銭処理機の内部構成は図₂に示すように，入金部，搬
送路，鑑別部，収納部，出金部，搬送方向切替部の主要な

構成からなっている。

紙幣を入金部に挿入すると搬送路に繰り出され，鑑別部
を通って真偽，種類を判別した後，搬送方向切替部で搬送
方向が切り替わり紙幣種類ごとの収納部に収納する。紙幣
の払い出しは，収納部から紙幣を搬送路に繰り出し，搬送
路を通って出金部に一時収納したのち，装置外部へ出金す

る。このように紙幣種類ごとに分別収納しているため，収
納部や搬送方向切替部，センサが多く，装置構成や搬送制
御が煩雑である。

また，搬送中や収納中に紙幣が大きな変形が生じると搬
送路上で詰まったり，収納状態が乱れたりする恐れがある

ため，変形を抑えた搬送や整列収納をしなければならない。

入金時点であらかじめ紙幣が変形（折れや曲がり）してい
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金銭機器の機構と制御シミュレーションの連携解析によ
る紙幣搬送の品質の向上

立川　裕之  Hiroyuki Tachikawa

Improved Bill Transport Performance in Cash Machines through Combined Analysis of Mechanism 
and Control Simulations

スーパーマーケットなどの店舗で使われる自動つり銭機などの金銭処理機器では，取り扱う紙幣の紙質や折れ曲がりの

有無によらず紙幣の搬送不具合が発生しないように，設計段階での紙幣の搬送・整列・収納など挙動の正確な予測が必要
である。そこで，線形応力解析や非線形構造解析（衝突変形解析），機構解析（運動解析）による紙幣の挙動予測技術を開
発した。さらに，機構と制御シミュレータを連携して解析できるプラットフォームを開発し，紙幣搬送と機構動作のタイ

ミングなどを可視化できるようにすることで，紙幣搬送の品質向上を図っている。

To prevent the occurrence of bill transport problems, regardless of the paper quality or existence of bends in the paper money handled 
by cash handling equipment such as the automatic change machines used at shops, supermarkets and the like, the transport, alignment and 
storage behavior of the paper money must be accurately estimated when designing such equipment. Therefore, Fuji Electric developed 
technology for predicting the behavior of paper money based on linear stress analysis, nonlinear structural analysis (impact deformation 
analysis) and mechanism analysis (motion analysis). Fuji also developed a platform capable of analyzing combined mechanism and control 
simulations, and has enabled visualization of the timing of paper money transport and mechanism operation to improve the quality of paper 
money transport.

図₁　製品例（自動つり銭機）
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切替部

搬送路 筐体
（きょうたい）
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図₂　金銭処理機内の内部構成



る場合も同様である。

機械の停止や処理速度の低下は，エンドユーザに迷惑を

おかけするだけでなく，販売機会の喪失にもつながるため，

金銭処理機には高い品質・信頼性が要求される。

₂.₂　機構シミュレーション

金銭処理機の機構の要求品質は，軽量化・小型化を追求
した限界設計をしながらも機構部品の破損がなく，かつ，

紙幣状態のばらつきがあっても，紙幣詰まりなどの不具合
が出ないことである。

機構部品が破損しないようにするには，安全率を十分に

とった強度設計をすればよいが，そうした設計は，質量の

増加や装置の大型化を招き，材料の使用量や駆動機構の容
積が増加する。このためできる限り装置を軽量化・小型化
する必要があり，その制約下でいかに十分な強度を確保す

るかが品質向上のポイントである。

さらに，剛性が弱く変形しやすい紙幣を詰まらせること

なく搬送・収納するために，紙幣の極端な変形による詰ま

りや収納状態の乱れも予測して設計する必要がある。

上述の課題を解決するために金銭処理機の機構設計では，

主に表₁に示す 3 種類の機構シミュレーションの手法を適
用している。

⑴　線形構造解析（応力解析）

機構強度の解析には，応力分布を計算して最大応力値と

材料の許容応力が比較できる必要がある。線形構造解析
は静荷重応力分布を計算し，金銭処理機を構成する筐体

（きょうたい）などの構造部材や軸，軸受などの部品の強
度を検討する目的で用いる。

応力集中が予測される切り欠き部や，応力緩和を狙った

曲面部など，詳細を忠実に再現すべきところは，形状デー

タを三次元 CAD データから読み込み，適正な要素（メッ

シュ）分割を行う。このようにモデル化を工夫することで

計算精度を向上している。また，構造部材にかかる荷重の

種類（静荷重，繰返し荷重，衝撃荷重）によって，計算結

果に相応の安全率を考慮して設計判断を行い，できる限り

の軽量化・小型化を行っている。

⑵　非線形構造解析（衝突変形解析）

搬送中の紙幣の挙動を予測するために，紙幣の変形や反
力を計算する必要がある。非線形構造解析では，紙幣を

メッシュに分割して詳細な変形形状の再現と外部に及ぼす

反力を計算して，搬送路の壁などとの衝突に起因した詰ま

り現象や搬送負荷の増加を予測できる。また，紙幣の新旧
による紙質については，紙幣モデルの分割数（メッシュ

数）やヤング率を変更することにより表現している。さら

に，紙幣の折れや曲がり，折れ癖なども表現するため，ヤ

ング率の定数を部分的に変更し，折れや曲がりのある紙幣
をモデル化している。これにより，紙幣変形の状態や搬送
負荷の値から，衝突変形や搬送負荷を低減する搬送路形状，

搬送力を検討することができる。

紙幣の詰まりは，狭い搬送路の中で，かつ，極めて短い

時間に起きる現象である。そのため原因解明は高速ビデオ

による観察でも難しい場合が多く，本シミュレーションは

有効なツールである。新機種の開発時だけでなく，既存製
品の詰まり状態の究明や対策の効果検証に用いている。

⑶　機構解析（運動解析）

機構解析は非線形構造解析と同様に，搬送中の紙幣の変
形や反力を計算することができる。この手法では，剛体と

した物体の運動を運動方程式に基づき導出する。非線形要
素構造解析のようにメッシュに分割せずにモデル化するこ

とができるため，要素数が少なく計算時間を短くできる利
点がある。紙幣の変形は，図₃のように一つの物体を複数
の剛体に分け，ばね要素で連結したモデルとして柔軟体の

モデルを構成する。この場合も非線形解析と同様に折れや

曲がりなどの紙幣の状態を部分的にばね定数（ヤング率）

を変更することでモデル化する
⑴

。

ばねで接続する剛体を多くしてしまうと，計算負荷が大
きく，非線形構造解析と差異がなくなってしまうが，紙幣
やフィルムなど物体の変形モードが，ニ次元的な変形に限
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表₁　機構シミュレーションの手法 

線形構造解析 非線形構造解析 機構解析

解　法 有限要素法（陰解法 ) 有限要素法 ( 陽解法 ) 運動方程式（陽解法 )

モデル要素 弾性体 弾性体 剛　体

評価項目 変形，応力 変形，応力 速度，変位

解析対象時間 なし（定常状態） あり（短時間現象） あり（長時間現象）

得意な解析対象 線形領域における荷重
熱変形

衝突現象
塑性変形 物体挙動

解析事例

金銭処理機構成部品の応力解析 金銭処理機内の紙幣衝突変形 金銭処理機内の紙幣挙動

紙幣

方向切替器 搬送壁 紙幣



定される場合や，少ない剛体の数のつなぎ合せで近似的に

表せる場合などに有効である
⑵

。

₂.₃　機構・制御連携シミュレーション

金銭処理機の機構制御の品質向上を目的として，機構解
析技術（挙動解析）を用いた機構シミュレータと，制御シ

ミュレータを連携させて制御動作設計ができる開発プラッ

トフォーム（プラットフォーム）を適用している。

図₄にプラットフォーム適用前後の開発フローの比較
を示す。適用前は機構開発者が構想/仕様検討を行った後，

その構想を元に制御仕様の検討を行うことが多かった。適
用後は，機構開発者がプラットフォームの機構シミュレー

タ上で構想を行うことで，制御開発者が機構構想の情報を

共有でき，早期の仕様検討に着手できる。

さらに，制御開発者は機構開発者の機構設計・試作中に，

制御シミュレータを用いてプログラミングを行い，プラッ

トフォーム上で機構シミュレータと連携して機構の制御を

行うことでプログラムのデバッグができる。制御開発者は

試作品完成を待たずに前倒しでデバッグし，並行して従来
行っていた評価作業のやり直しなどがなくなった。また，

機構設計試作中に機構の改善点を提案でき，機構設計者は

改良設計を前倒して実施できるため，より短い開発期間で

品質を向上することができる。

⑴　機構・制御連携シミュレーション構成
図₅に機構・制御連携シミュレーションのプラット

フォームの構成を示す。プラットフォームは機構シミュ

レータと制御シミュレータ，およびそれらの間で情報を伝
達して連携させるインタフェース部で構成されている。機
構構造，制御アルゴリズムなどのプラットフォーム上の設
計情報は開発関係者が共有できるシステムとしている。

⑵　機構シミュレータ

あらかじめ基準部品をモデリングした要素モデルを内包
したモデルデータベースと，その要素モデルを組み合わせ

て装置モデルを構築するプリプロセッサ，定量的な解析結
果のグラフ化機能や解析動作挙動を可視化するアニメー

ション機能があるポストプロセッサから構成している。

要素モデルは，搬送対象の紙幣と金銭処置機機構を構成
するローラ，モータ，搬送方向切替器などの主要機構部品
からなり，パラメータ設定機能を持ったモデル作成が行え

る。例えば，紙幣モデルであれば，変形モード数（剛体に

よる分割数），ばね定数（ヤング率），密度といった入力項
目を設けている。これにより，新旧の紙幣状態の相違もモ

デル化できる。搬送方向切替器モデルであれば，慣性モー

メントとソレノイドの応答性を考慮して，方向切替部に紙
幣が到着するまでの切替動作完了の可否について検討する

ことができる。モデルデータベースはこれらの要素モデル

を内包しており，装置モデルを構築する場合に要素モデル

をここからプリプロセッサに読み込む。

シミュレーション結果は機構や紙幣の状態量が時間軸を

持ったグラフデータとして定量的に表示され，動作タイミ

ングのマージンなどを読み取ることができる。制御された

機構挙動をアニメーション表示で定性的に観察できるため，

挙動イメージがつかみやすく，機構動作や制御アルゴリズ

ムの見直しもできる。

⑶　制御シミュレータ

あらかじめ基準部品をモデリングした制御モデルを持っ

ており，モデル内に機構の状態量変化による制御指令を定
義する。図₅中の“制御モデルの制御フロー”に示すよう

に，制御モデルをブロックで，制御状態（変数）の伝達経
路を矢印で表し，制御状態の分岐条件が矢印上に定義され

ている。定義した機構の制御状態がある条件を満足すると，

条件に則した別の制御ブロックに移動（遷移）して新たな

制御指令が発せられる。例えばソレノイドの制御モジュー

ルであれば，開状態，閉状態の二つの制御状態があり，機
構の状態を示すセンサ信号の変化を受けて制御状態が遷移
され，ソレノイドの開指令，閉指令といった制御指令が発
せられ動作する。ブロックと線で制御フローを表し，制御
指令をブロック内に制御状態の分岐条件が線内で定義され

ているため，制御の中身が分かりやすく制御アルゴリズム

が作りやすい構成となっている。

シミュレーション中は，現在の制御状態にある制御フ

ローのブロックや線がハイライト表示されて一目で分かる

ため，不具合発生時の制御状態の特定が容易である。

⑷　インタフェース

インタフェース部では，機構シミュレータ側から得た

モータの回転数や回転方向，方向切替器の開閉などの機構
状態の情報と，紙幣位置や種類などの紙幣状態の情報を制

回転ばね 微小剛体

伸縮ばね

K r

K l

図₃　剛体のばね連結による紙幣モデル

機構開発

制御開発

機構開発

制御開発

構想
/仕様検討 機構設計

（a）プラットフォーム適用前

（b）プラットフォーム適用後

プラットフォーム上で構想をモデル化
⇒構造動作イメージが早期に
　得られ仕様検討に着手

機構設計後に試作モデル構築
⇒試作モデルを制御シミュレータで
　シミュレーション上でデバッグ

試作 評価・調整 改良設計

制御
仕様検討

プログラ
ミング デバッグ 仕様変更

構想
/仕様検討 機構設計 試作 評価

制御
仕様検討

プログラ
ミング デバッグ 仕様変更

改良設計

図₄　開発フローの従来との比較
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御シミュレータ側に受け渡す。その情報を元にモータや方
向切替器を動作させるソレノイドの動作命令を機構シミュ

レータ側へ受け渡す。この情報の伝達がシミュレーション

のタイムステップ（解析刻み時間）ごとに行われ，実機同
様に機構の状態によって制御指令が伝達される。それに従
い機構が動作して実挙動に近い動作をシミュレーション上
で実現できる。

⑸　利点
⒜　図₄に示した開発フローのように前倒しで開発が進

むことにより，短期間で製品の品質を上げることがで

きる。

⒝　各種ばらつきを考慮してシミュレーションを行うこ

とができ，ばらつきに対してロバストな制御設計がで

きるため，品質の向上につながる。例えば，センサ応
答速度や機構系やモータ特性のばらつきの最悪条件を

考慮して，センサ信号を受けた後にモータによる紙幣
の所定制御動作が間に合うかなど，動作の信頼性につ

いて検討ができる。

⒞　プラットフォーム上で開発品のイメージを各部門で

共有化できるようになるため，情報共有不足から生じ

る開発途中の仕様変更などによる品質低下が低減でき

る。

₃　あとがき

本稿では，金銭処理機のシミュレーション技術として，

機構設計を目的とした機構シミュレーション手法と，制御
設計を目的とした機構と制御シミュレーションを連携した

プラットフォームについて紹介した。

今後は，本プラットフォームの開発設計への活用をさら

に進め，お客さまの信頼に応える高い品質の金銭処理機を

提供していく所存である。
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図₅　制御－機構連携シミュレータ
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＊ 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。




