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カバーストーリー

リアリスティックシミュレーションによる
紙詰まりの解消
HCL Technologies 社、
Abaqus FEA を利用して高
速プリンタのスムーズな印刷
を実現
パーソナルコンピュータ（PC）の発明によ
り、紙は大幅に不要になると考えられていま
した。しかし、結果はどうでしょう。デジタ
ルファイル、電子メール、オンライン出版、
ソーシャルメディアの拡大にもかかわらず、
家庭やオフィスでのプリンタの台数はこれま
で以上に増えています。初期のレーザープリ
ンタは 1970 年代に 17,000 ドルもの価格で販
売されていましたが、すっかり普及された現
在では低価格な白黒プリンタは 75 ドル以下
となっています。

現在、プリンタ台数の成長率が最も高いのは
開発途上国世界であり、繁栄の拡大によって
印刷用 PC に対する需要が大きく伸びていま
す。中でも群を抜いているのがインドです。
印 刷 産 業 市 場 情 報 お よ び 研 究 機
関（PRIMIR）によると、印刷用装置、紙、
および補給品の国内印刷市場は 2006 年から 
2011 年にかけて 70% 以上増加すると予測さ
れており、プリンタがスムーズに機能するこ
とも暗黙のうちに期待されています。紙詰ま
りは、どの国、どの言語でも禁句です。

インド最大の PC メーカーである HCL 社で
は、1990 年代後半にソフトウェアサービス
部門の HCL Technologies Ltd. 社を子会社と
して独立させ、プリンタおよび IT 関連機器
の急速な成長を見越していました。Apple 社
と同時期に、そして IBM 社より 3 年前の 
1978 年にインド製コンピュータを発明した
会社として、HCL 社ではかねてから製品の
品質と信頼性の高い、優れた設計の重要性を
認識していました。HCL Technologies 社は
現在、インドおよび海外の幅広い IT 関連機
器市場に向けて、初期コンセプトから検証済
みの試作品までを対象としたエンジニアリン
グおよび研究開発サービスを提供していま
す。同社の業務の大部分は、汎用プリンタに
焦点を当てたものです。

用紙搬送路の重要性
プリンタ設計の機能的に最も重要な部分は、
用紙搬送路（用紙の給紙部）です。これは、
用紙が入り口から出口までの間にプリンタ内
で通過する経路のことです。もちろん、プリ
ンタの内部の仕組みは、給紙枚数の多い/少

ない、印刷速度の速い/遅い、インクジェッ
ト式/レーザー式、白黒/フルカラーのト
ナー、標準印刷/複合機能（コピー、スキャ
ナ、ファクス）などによって大きく異なる場
合があります。しかし、完成品が不完全で
あったり、損傷していたり、紙がまったく出
てこなかったり（紙詰まり）すれば、たいて
いのユーザは不満に思います。

インドのチェンナイにある HCL Technologies 
社のプリンタプロジェクト担当部門である 
CAE Centre of Excellence のアソシエイト
プロジェクトマネージャの Thangave l 
Mayilvaganan 氏（以下 Mayil 氏と略記）は
次のように話しています。「用紙搬送路の設
計は、対象とする製品に関係なく困難な課題
の 1 つです。各プリンタメーカーの最終要件
を満たすことは、特定の機器を通過する用紙
の適切な流れの規定と、その後のデザインイ
ンによって決まります」

シミュレーションによるコスト削減
このカスタマイズプロセスをコスト効率の優
れたものとするために、HCL 社では 10 年以
上にわたってさまざまな CAD および CAE 
ツールを製品の設計および開発に使用してい
ます。Mayil 氏は次のように話しています。
「実世界での確認は常に機能の最終的な証明
ですが、個別の用紙搬送路の実験を構築する
のは多額の費用がかかり困難です。そのた
め、シミュレーションが当社の研究開発プロ
セスの基本手段になりました。最初のコンセ
プト段階から仮想試作を使用することによっ
て、当社では製品開発コストを平均で 40 
パーセント削減できるようになりました」

HCL 社が用紙搬送路の解析に使用している
一般的なコンピュータモデルの場合、この
ケースではリアリスティックシミュレーショ
ンの Dassault Systèmes ブランドである 
SIMULIA の Abaqus FEA が採用されてい
ますが、A4 用紙 1 枚がフィーダ部分から出

図 1 一般的なプリンタの用紙搬送路の 3D の CAD モデル。用紙は回転する上側ゴムローラー（駆動側）と静止してばねで押
し付けられている下側プラスチックローラー（被駆動側またはアイドラ）の間を通ってプリンタの中に引き込まれる（挟み込ま
れる）。印刷中、用紙は搬送路を案内するバッフルと静止ガイド（図示せず）により、一連のローラーを介して搬送される。
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力トレイまでの過程で受ける接触と力を正確
に表現し、解析することが課題です。回避す
るべきトラブルは多数あり、用紙が位置合わ
せ状態から斜めにずれたり、不適切な速度で
搬送されたり、折れたり、引っ掛かった
り（紙詰まり）、ローラーとの接触面で滑っ
たりします。

これらすべての変数の影響をシミュレートす
ることは、HCL 社のエンジニアが設計開発
の初期段階で潜在的な用紙搬送の障害を予測
して修正するのに役立ちます。設計部門との
フィードバックループの中で Abaqus FEA 
を用いることにより、顧客向けの最終的な実
際の試作品を製作して検証する前に、仮想試
作品を迅速に微調整して完成させることがで
きます。

形状の単純さ、解析のダイナミックさ
仮想用紙の搬送路を計画して解析するため
に、エンジニアは用紙自体を含む提案された
搬送路設計の各コンポーネントの CAD モデ
ル（図 1）から開始します。

CAD モデルは、次に Abaqus/CAE を用い
てメッシングされ、Abaqus での陽的動的解
析が準備されます。プロセスのこの部分は、
非常に簡単であり、用紙 1 枚も、用紙搬送路
の各コンポーネントも形状的には複雑ではあ
りません。用紙は、2D 解析（通常は用紙の
運動を側面から見たもの）を実行する場合は
長方形断面特性を持つはり要素でモデル化さ
れ、3D 解析（座屈やねじれなどのより詳細
な問題）の場合はシェル要素でモデル化され
ます。用紙の材料は、線形弾性の等方性と見
なされます。バッフル、ガイドおよびプラス
チックローラーは、剛体であると見なされま
す。ゴムローラーについては、変形を再現す
るために超弾性 Neo-Hookean 材料モデルが
使用されています。

確かに簡単なモデル化ですが、シミュレー
ションモデルが動き始めると、見事に振り付
けられたダンスのようになり、その中で各コ
ンポーネントが正確に機能するかは前の手順
における適切な操作によって左右されます。
これは多数の変数を考慮する必要のある急速
に進歩しつつある高度に非線形な FEA 問題
です。変数には用紙の品質、搬送路の複雑
さ、ローラーの予荷重、ローラー回転速度、
搬送速度および加速度、材料、摩擦、さらに
重力の影響までもが含まれ、用紙の速度は毎
秒 2 メートル（最大 100 ページ/分）に近づ
きます。解析時間は、搬送路の長さとロー
ラーの毎分回転数（RPM）に従って見積も
られます。

仮想紙詰まりの解決
この多面的なエンジニアリング環境の中にお
いて、HCL 社のエンジニアは特定の 1 枚の
用紙が提案された設計搬送路の構成に沿って
通過する際、その用紙の挙動に焦点を当てる
ことができます（図 2 参照）。これにより、
用紙が位置合わせからずれ（傾き）、ガイド
によって再び補正された場合に何が起こるか
をシミュレートすることができます。また、
潜在的な引っ掛かりポイント（紙詰まり）に
つながる用紙の折れ（座屈）に対する紙の重
さとローラー駆動力の影響を検討することが
可能であり、ローラーとの接触面における滑
り量を測定することもできます。

Abaqus シミュレーションの結果を得ること
により、HCL 社のエンジニアは搬送路内に
おける設計変数および変数の組み合わせを変
更することが可能です。ローラー間の距離、
ローラー配置、円周、ガイドの角度などを変
更することができ、その後で仮想用紙を最初
からもう一度搬送します。また、用紙自体の
特性（重さ、厚さ、成分）を変更して、提案
された各搬送路設計のすべての機能を試験す
ることも可能です。

Abaqus FEA でより現実に近い試験
を記録的な短期間でクリア
Mayil 氏は、「Abaqus の高度な接触アルゴ
リズム機能と広範囲にわたる材料モデルに
よって、さまざまな顧客ニーズに対応したシ
ミュレーションがサポートされています。当
社の最終的な設計が特定のプリンタ構成に対
して十分にロバストであることを保証するた

めに、当社では実際の試作品を製作して試験
を行います。その結果を FEA と比較する
と、非常に良好な相関が示されます」と述べ
ています。さらに、HCL 社では時間を大幅
に短縮してこれらすべてが実現されていま
す。Mayil 氏は次のように話しています。
「当社では、シミュレーションにより、一般
的な A4 プリンタの設計と検証のプロジェク
ト総時間を 3 ヶ月間短縮することに成功して
います」

リアリスティックシミュレーションは、HCL 
社のグローバル CAE チームで中心的な役割
を果たし続けることでしょう。将来的な作業
としては、用紙上の誘導静電気（レーザー印
刷プロセスに固有のステップ）の影響、湿度
と温度などの環境条件の考慮に重点が置かれ
ます。

Mayil 氏は次のように話しています。「製品
の革新、コスト削減と軽量化に向けて絶え間
なく努力することで、競争の激しいハイテク
エレクトロニクス産業は、非常に短い設計期
間で新製品を投入する挑戦を続けているので
す。信頼性の高い機能は、情報技術と電気機
械製品の主な目標の 1 つです。リアリス
ティックシミュレーションは、当社がそれを
顧客の皆様に対して実現するのに役立ってい
ます」

図 2 Abaqus FEA を用いた 3D 用紙座屈コンター解析の結果。用紙搬送力とローラーによって挟み込む力のバランスが不完
全になると、用紙の座屈が発生し、用紙搬送路が一杯になり、用紙の滑りおよび/または引っ掛かり（紙詰まり）が生じる結果
となる。HCL 社のエンジニアは、このようなデータを用いて、さまざまなプリンタの設計における力の関係を調べ、最適な用
紙搬送が得られる変更を行うことができる。
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詳細は以下をご覧ください 
www.hcltech.com 
www.simulia.com/cust_ref


