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まえがき

金銭処理機では小型化，高速化，高信頼性化が進んでき

ているが，小型で高速であるほど硬貨や紙幣の搬送で不具

合が発生しやすくなり信頼性が低下してくる。このため，

設計時に機器内部で硬貨や紙幣がどのような動きをするか

を把握し，最適な設計をすることが重要である。

しかしながら，硬貨は非拘束で転がり跳ね返りなどが生

じ，紙幣は非常に柔軟であるため，定量的解析が難しい。

そこで，硬貨や紙幣の搬送挙動を予測して最適設計を行う

ため貨幣搬送シミュレーション技術を確立した。

硬貨搬送シミュレーション

硬貨の搬送過程における転がり，跳ね返りなどの挙動を

定量的に解析するためには，硬貨と機構の接触時に働く力

の計算が重要となる。そこで，接触力の解析モデルをばね，

ダンピング，摩擦の組合せとして計算する手法を開発した。

以下に計算手法と解析事例を紹介する
～

。

２.１ 接触力のモデリング方法

硬貨の接触力は図１に示すように，硬貨のエッジに接触

力を発生する点を48個（表裏24個ずつ）分布させ，その点

と接触面間にばね，ダンパ，摩擦を設定した。各点と接触

面間の距離 L，相対速度 vに対し，ばね，ダンパ，摩擦を

以下のように設定した。

L＞ 0の場合　ばね力　Fk ＝ 0

ダンピング力　Fc ＝ 0

摩擦力　Ff ＝ 0

L≦ 0の場合　ばね力　Fk ＝－kL

ダンピング力　Fc ＝－c dL/dt

摩擦力　v≒ 0 Ff ＝μs（Fk ＋ Fc）

v＞ 0 Ff ＝μd（Fk ＋ Fc）

k ：ばね定数

c ：ダンピング係数

μs ：静止摩擦係数

μd：動摩擦係数

２.２ 解析事例

２.２.１ 回転チューブを用いた収納機構

回転チューブを用いた収納機構を図２に示す。チューブ

は傾斜角 5°で設置され，１秒間に 4回転している。投入

口からチューブ内に入った硬貨は，チューブとの摩擦によ

り回転力を与えられ，回転自立してチューブ内を転がり，

底面まで搬送される。搬送された硬貨は底面に寄りかかり

ながら回転し続ける。次に投入された硬貨は，同様に搬送

され，前の硬貨の隣に集積される。これを繰り返し，硬貨

を最も集積効率が高い棒状に集積して収納する。

（3）（1）

貨幣搬送シミュレーション技術

505（35）

山本　健明（やまもと　たけあき） 川崎　哲治（かわさき　てつじ）

5° 
側面 

斜視図 

回転（4s－1） 

硬貨 

チューブ 

図２　回転チューブ式硬貨収納機構
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図１　硬貨の接触力モデル
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この収納機構では摩擦力で硬貨が回転することによって

自立するため，摩擦力の影響を定量化する必要がある。そ

こで，シミュレーションを用いて安定自立する摩擦係数を

調べた。その結果，摩擦係数が 0.2 ～ 0.5 の範囲であれば

硬貨が安定自立して収納されることが分かった。

摩擦係数が 0.2 のときのシミュレーションと実験結果の

比較を行った。硬貨の上下方向の中心位置の時間変化を図

３に示す。硬貨はシミュレーション，実機ともほぼ同じ挙

動を示し，0～ 0.4 s では重心が上下して硬貨が不安定だ

が，0.4 s 以降は重心が一定の高さを保ち，安定に自立し

ていることが分かる。

２.２.２ リブ付きベルトを用いた起立搬送機構

起立搬送機構を図４に示す。本機構はベルトの両側に２

枚のガイド板が設けてあり，硬貨がガイド板に寄りかかっ

て起立した状態で，ベルト搬送される。ベルトにはリブが

付いており，このリブに硬貨が引っ掛かることで硬貨の転

がりを防いで高速に搬送することができる。

起立搬送機構ではリブが低すぎると硬貨がリブを乗り越

えて転がり，搬送速度が低下してしまう。そこでシミュレー

ションを用いて，硬貨が転がらないために必要なリブ高さ

を解析した。その結果，リブ高さは 2.3mm以上必要であ

ることが分かった。

硬貨が転がるリブ高さ 1mmの状態でのシミュレーショ

ンと実験結果の比較を行った。硬貨の円周上の一点を代表

点として，ベルト進行方向（x方向），上下方向（y方向）

の位置の軌跡を図５に示す。シミュレーションと実機でほ

ぼ同じ硬貨挙動を示し，誤差は 13 ％以下となった。

２.２.３ 滑り落下搬送機構

滑り落下搬送機構を図６に示す。本機構は硬貨をベルト

で水平な板に押し付けながら搬送し，硬貨の外径により金

種ごとに振り分けてシュータに落とす。

搬送速度が高いと硬貨がシュータに落ちずに飛び越えて，

誤振分けとなってしまうおそれがあるため，シミュレーショ

ンで確認した。その結果，必要な搬送速度内では硬貨は安

定してシュータに落下することが分かった。

ベルト進行方向（x方向）と上下方向（y方向）の硬貨

中心位置の軌跡を図７に示す。シミュレーションと実機で

ほぼ同じ硬貨挙動を示し，誤差は 5％以下となった。
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図３　硬貨中心位置の時間変化
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図７　硬貨中心位置の軌跡
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図４　硬貨起立搬送機構
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図５　硬貨代表点の軌跡
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図６　滑り落下搬送機構
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以上のように，3種類の機構について硬貨挙動を解析し

た結果，実機とほぼ同じ挙動を示し，本解析手法が有効で

あることが確認できた。

紙幣搬送シミュレーション

紙幣の搬送過程における変形やジャム（紙づまり）を定

量的に解析するためには，紙幣の柔軟性を解析できる大変

形弾性体モデルを構築する必要がある。そこで，紙幣を微

小剛体のばね連結としてモデル化する手法を開発した。

以下にモデリング手法と解析事例を紹介する。

３.１ モデリング

３.１.１ モデルの構成

紙幣の搬送ではガイド板により搬送案内を行う部分があ

る。この搬送案内は衝突現象であるため，ジャムが発生し

やすく，紙幣の挙動の把握が重要な部分である。そこで，

この衝突による紙幣の変形を解析するために，図８に示す

単純化したモデルを用いた。

３.１.２ 紙幣のモデリング方法

紙幣は図９に示すように紙幣を分割した微小な剛体をば

ねで連結してモデリングした。伸縮のばね定数はフックの

法則を離散化し，回転のばね定数ははりのたわみ式を離散

化して次式のようになる。

伸縮ばね定数　Kl ＝ EA/L

回転ばね定数　Kr ＝ 2EI/L

E：縦弾性係数

A：断面積

I ：断面二次モーメント

L：要素間距離

３.１.３ 接触力のモデリング方法

紙幣とガイド板の衝突を解析するためには，接触力のモ

デリングが重要となる。接触力は硬貨と同様にばね，ダン

パ，摩擦を用いてモデリングした。図 に示すように，微

小剛体のエッジにガイド板との接触力を発生する点を設定

し，その点とガイド板にばね，ダンパ，摩擦を設定した。

３.２ 解析事例

３.２.１ シミュレーション

1万円札と同じ大きさの模擬紙幣を対象として解析を行っ

た。模擬紙幣の寸法と物性値を以下に記す。

寸法： 160 × 76 × 0.09（mm）

縦弾性係数： 2,944MPa

密度： 943 kg/m3

傾斜板角度 75°，搬送速度 300mm/s で摩擦係数をパラ

メータとしてシミュレーションを行ったところ，図 の連

続写真のように摩擦係数が 0.26 以下の場合には安定して

搬送されるが，0.26 を超えると衝突した瞬間にジャムが発

生した。

これは，図 に示す衝突時の力の関係で説明できる。

紙幣の搬送力を Fとすると，摩擦力μNは，

μN＝μF sinθ …………………………………………

となり，斜面方向の搬送力 fは，

f＝ F cosθ ………………………………………………

となる。ジャムが発生するのは斜面方向の搬送力 fより摩

（2）
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図１０　紙幣の接触力モデル
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図１１　シミュレーション結果



貨幣搬送シミュレーション技術

擦力μNのほうが大きくなり，紙幣の先端が引っかかっ

てしまうためであると考えられるので，この条件 f＜μN

に式 ， を代入すると，次式が得られる。

μ＜ 1/tanθ

この式から傾斜角 75°では，摩擦係数が 0.26 を超える

とジャムが発生することが分かる。

３.２.２ 実験結果との比較

実測した模擬紙幣の摩擦係数をモデルに設定して解析し，

実験結果と比較した。

傾斜板の角度を 60°，75°とし，それぞれ搬送速度を

300mm/s，500mm/sとした 4パターンの解析，実験を行っ

たところ，これらの条件ではジャムは発生せず，安定して

搬送された。

図 は傾斜板角度 75°，搬送速度 500mm/s のときの紙

幣先端の軌跡である。水平方向 xは紙幣が傾斜板に最初

に接触する位置を 0とし，垂直方向 yは水平板の上面を 0

とした。この図から分かるように，先端の軌跡のシミュレー

ション結果は実験結果と一致しており，誤差は 6％以下で

あった。

また，図 は図 と同じ解析で，搬送途中の変形形状を

時間ごとに示したものである。各時間の変形形状とも実機

とよく一致していることが分かる（誤差 10 ％以下）。

4パターンすべてにおいて，先端の軌跡は誤差 8％以下，

変形形状は誤差 14 ％以下となり，本解析手法が紙幣の衝

突による動的変形解析に有効であることが確認できた。

あとがき

以上，硬貨と紙幣の搬送シミュレーションについて，新

たに開発した解析手法とその解析事例を述べた。今後は紙

幣の搬送挙動解析を三次元変形にまで拡張して，より適用

範囲の広い解析技術を確立していく予定である。
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図１２　紙幣と傾斜ガイド間の力の関係
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図１４　紙幣変形形状
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図１３　紙幣先端軌跡
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