◎特集

わが社、ここにあり！
～エディプラスの攪拌革命～

かくはん

全く新しい発想の“羽根がない攪拌体”が誕生した。
従来、塗料等の攪拌には、プロペラのように羽根が
付いている攪拌機を使用するのが常識だった。
しかし、この穴の開いた半球状の物体が驚くべき攪
拌性能を発揮する。本製品の開発エピソード等につ
いて伺った。
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村田氏は、不良を出さないことを目指
し、金属ゴミの発生源を調べ上げた結果、
塗装の前処理である「攪拌」に問題があ
ることを突き止める。従来の攪拌機は、
プロペラ型やクラウン型等、羽根が付い
ているが※3、一斗缶※4等の塗料容器の内
側に羽根が接触することによって金属ゴ
ミが発生していたのだ。
そして、作業効率改善のため、金属ゴ
ミが出ない攪拌機の開発を決意するが、
ここで壁が立ちはだかる。塗装事業にお
けるメーンとはあくまでも塗装であり、

村田 和久 氏
株式会社エディプラス

代表取締役

Company profile
株式会社エディプラス
新たな攪拌体の開発に成功し、2010
年３月に設立。攪拌体特許ライセン
スや攪拌装置開発、塗装機器開発事
業等を行っている。
平成22年度「彩の国 産業技術大賞」
において奨励賞を受賞。「さいたま
市 ニュービジネス大賞」では、最
優秀賞に輝いた。
社名の由来は、「Eddy（渦巻き）の
力をプラスする」というもの。また、
村田氏が尊敬するエド・ハイネマン
（飛行機デザイナー）の「エディ」
と村田和久の「和＝プラス」をミッ
クスし、和久の「久＝長く続く」と
いう願いが込められている。
【所在地・連絡先】
〒346-0028
埼玉県久喜市河原井町28番地
℡ 0480-22-7780
http://www2.ocn.ne.jp/~yamatec/
mixer/mixer_index.html

攪拌はサブ的な作業にすぎない。村田氏
工場長の意地と職人のプライド
村田和久氏の専門は電気分野である。
※1

の呼びかけに耳を貸す者はなく、孤独な
闘いを強いられることになった。
昔から飛行機が好きだった村田氏は、

もともと、ヤマテック の電子機器事業

新たな攪拌技術にその趣味を活かせない

部に在籍していたが、2006年の10月に

かと考え、ホームセンターや模型店で部

工業塗装事業部の工場長に就任する。

品や材料を探し、自宅で加工した撹拌機

塗装についての知識や経験もなかった
村田氏は、工場内の疑問や課題、気がつ
いたことをすべてノートに書き留め、こ
まめにチェックしていった。
ある時、村田氏は塗料のラインが停止
してしまうトラブルに遭遇し、その原因
究明に奔走することになった。

の試作品を工場で何度も実験した。
「ことごとくダメでした」と村田氏。
2006年10月に開発をスタートしてか
ら３年が過ぎようとしていた頃、全くめ
どが立たないため、攪拌機の開発を断念
しようと考えるようになる。
そんな折、知り合いの金属加工業者か

「試しに一日分の塗料をすべて濾して

ら譲り受けた材料の中に、半球形でいく

顕微鏡で調べたところ、糸状の金属ゴミ

つかの穴が開いた真 鍮 ※5があった。こ

が混入していました。しかし、現場の職

れを削って羽根状に加工するのだが、既

※2

人たちは、『ストレーナー があるから
大丈夫だ』というのです……」
電気の世界では、生じた不良を後から

しん ちゅう

に村田氏の開発意欲は薄れていた。
「取りあえず、その真鍮を加工もせず
に回してみました。すると、全く予想も

取り除くという理屈はあり得ないという。 しなかった結果になりました」
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なぜ、攪拌できるんだ！？

特に、手塗りのラインは、経験や勘を

「頭からプロペラが離れず、３年間、 要するベテラン職人が担当している。彼
何の成果も挙げられなかったのに、真鍮

らは熟練の技を持ち、プライドも高い。

に穴を開けただけの物体が、なぜ――？

一方、彼らからみれば、村田氏は塗装

と驚くしかありませんでした」

に関しては素人同然……。

そこからの開発は早く、３カ月後には

「納得できないところもあったので

実用化にまでこぎ着けた。当初の目的で

しょう。彼らは新たな攪拌体の使用を拒

あった金属ゴミの問題は、羽根がない形

み続けました」と村田氏は言う。

状によってたやすくクリアし、ライン停
止のトラブルも解消されたという。
「プロペラ型で200個以上、半球型で
も50個以上の試作品を作りました」と
村田氏は当時を振り返る。

実際に使ってみれば、金属ゴミや色ブ
レ等の塗装不良が生じないことは明らか

※２）ストレーナー
液体と固体の混合物を分離するな
ど、異物の除去を目的とした濾し器
のこと。
※３）下の写真が従来技術のクラウ
ン型攪拌機。

るのは容易なことではないのだ。
そして、工場内の量産ラインに攪拌体

まさに、村田氏の意地と職人のプライド

りないことに気づく。工場内を捜索する

のぶつかり合いである。新たな攪拌体を

と、手塗りラインのベテラン職人が黙っ

使って攪拌すると、塗料の表面に波が立

て持ち出し使っていたことが判明した。

たない。そのため、「本当に攪拌されて

「やっと使うようになってくれた！」

遠する職人が多かったという。

※１）ヤマテック
昭和23年創業。産業用塗装や電子部
品製造を行っている。エディプラス
の母体企業であり、村田氏はヤマ
テックの専務取締役でもある。
※詳細については以下のHPを参照。
http://www2.ocn.ne.jp/~yamatec

だとしても、現場の職人に受け入れられ

だが、
本当の苦労はここから始まった。 を導入して３カ月ほどたった頃、１本足

いるのか？」と見た目のイメージから敬

わが社、ここにあり！

この瞬間、村田氏は攪拌体技術を事業
化できるという確信を得る。

©EDDY PLUS

※４）一斗缶
１斗は、尺貫法の単位で約18ℓこと。
正式名称は「18ℓ缶」。
※５）真鍮
銅と亜鉛の合金。黄色でさびにくく、
鋳造・加工が容易なため、機械器具
や日用・工芸品等、幅広く用いられ
ている。

【新発想の“羽根がない”攪拌体】

用途によってサイズや形状、材質が異なる。
写真左の平らな形状のものは初期型で、右にいくほど
新型になっている。現在のものは初期型に比べ、攪拌 ▲一 斗缶に攪拌体が設置されている。
性能が４割程度向上しているという。
塗料の表面は波立たない。
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※６）キャビテーション
高速で流れる液体の圧力が低い部分
が気化して、蒸気のポケットが生ま
れ、それがつぶれて消滅する現象（小
さな気泡が生じること）。空洞現象
ともいう。
※７）ジャイロ効果
物体が自転運動をする場合、その回
転速度が速いほど姿勢が乱れにくく
なること。

「大学時代の教授が『科学とは、数式

攪拌革命の基本原理

や公式を覚えるのではなく、実際の現象

金属ゴミの出ない攪拌機を目指した村

を数式化する学問だ』と言っていました

田氏だが、従来機にはほかにもさまざま

が、攪拌体の開発も同様でした。試行錯

な課題があった。塗料の飛び散りや空気

誤を繰り返すうちに結果が出て、理論や

の巻き込み、キャビテーション※6、容器

効果は後付けです」と村田氏は語る。

中央の塗料溜まり等、攪拌の作業・品質
面において多くの問題を抱えていた。

水力学や流体力学といった理論にこだ
わらず、目の前の事象に対して純粋に取

そして、新たな攪拌体はこうした課題

り組んだこと。さらに、
“人に喜んで使っ

の解決手段を最初から持ち合わせていた

てもらえるモノをつくる”という村田氏

ことが後から徐々に解明されていく。

のポリシーが新たな攪拌体の開発を成功

ここで、同製品の代表的なメリットを

へと導いたのだろう。

挙げよう。高い安全性や作業性、攪拌性

一見、偶然の発見とも思える攪拌体の

能を誇り、音が静かで泡も出ない。構造

ブレークスルーのエピソードは、フラン

が極めてシンプルなため耐久性が高く長

スの“細菌学の父”、ルイ・パスツール

※7

寿命。ジャイロ効果 によって、高速回

の名言「偶然は、準備のない者には頰笑

転するほど安定性が増す。また、乱流と

まない」を彷彿とさせるものだった。

ほうふつ

竜巻のような渦流によって攪拌体の真下
にできる沈降物溜まりを解消し、容器の
隅々まで攪拌することができる。

本攪拌体の基本原理については下図を
参照してほしい。

【攪拌体の基本原理】

①攪
 拌体が回転すると、横穴の流体に遠心力が
かかる。
②横
 穴から液体が吐き出されるため、縦穴が液
体を吸い込む。
③攪
 拌体に沿って発生する渦流が横穴から吐き
出された液体によって整えられ、強い攪拌流
が発生する。
※黄
 色の矢印が液体の吸い込みによって発生し
た強い攪拌流。黄色の流れに巻き込まれるよ
うに大きな攪拌流を起こす（青の矢印）。
※流
 れが横方向に発生して下から吸引するため、
攪拌体が液体の表面に近づいても空気の巻き
込みが極めて少なく、液体が飛び散らない。
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初めての特許出願
この攪拌体が同業他社からも評判にな
ると、
「これは特許を取るべき」と勧め
られるようになる。

佐原氏に伝えていたというが、予想に反
して請求項１は審査を通過。ヤマテック
から独立・分業を果たし、エディプラス
がここに誕生したのである。
村田氏に今後の戦略について伺うと、

しかし、特許の知識がなく、出願方法 「当社の攪拌体の用途は塗料に限りませ
も知らなかった村田氏は、知的財産総合
※8

支援センター埼玉 （以下、知財セン

ん。攪拌が必要な分野なら、液体・気体
も不問です」との回答が返ってきた。

ター）に足を運び、相談することにした。

事実、試験管やフラスコ等の実験・研

「知財センターに通い始めたころ、同

究用、食品分野、湖沼再生、水質改善等、

センターでは『あぁ、変な人が来た』と

あらゆる液体・気体の攪拌・混合、浄化

嘆いていたのではないでしょうか？」と

に利用することができる。

村田氏は当時を振り返る。

わが社、ここにあり！

※８）知的財産総合支援センター埼玉
埼玉県中小企業振興公社が運営する
知的財産のワンストップ窓口。
※詳細については以下のHPを参照。
http://www.saitama-j.or.jp/chizai/
※９）佐原氏は、本誌2010年10月号、
2011年３、４月号の巻頭特集に登場
している。㈱ブライナ 代表取締役
兼彩都総合特許事務所 代表パート
ナー・弁理士
※詳細については以下のHPを参照。
http://braina.com
※10）特許第4418019号「攪拌用回
転体および攪拌装置」
※11）アネスト岩田㈱、大塚刷毛
製造㈱等。

同社は、供給能力の問題と産業界全体

まず、先行技術調査の方法を教わって

への早期普及を優先させるため、自社の

自ら調べたが、似たような案件はヒット

独占事業とするのではなく、設備や販路

しない。
「調べ方が悪い」と知財センター

を持つ企業にライセンスしていくという

から指摘されることを危惧した村田氏。 戦略を立てた。
「正確に技術内容を伝えるには、実物を

現在、国内４社 ※11とライセンス契約

見せたほうが早い」と判断。その後、バ

を結び、今後は海外も含めて積極的に事

ケツと攪拌体を持参して再び知財セン

業展開していく方針だという。

ターに乗り込んでいった。
「そこにたまたま居合わせた自動車
メーカーの方が私の実演を見て、『こん
な技術は見たことがない。絶対、特許が
取れる』と言ってくれました」

▲羽根式の攪拌機の場合……

▲エディプラスの攪拌体では、水を下から
吸い上げる。青いチップが竜巻状になっ
ているのが分かるだろうか？

勢いよく泡立ち、水の中は見えない。

攪拌されても泡が立たず、水の中が
よく見える。

その後、知財センターに相談員として
来ていた佐原雅史氏と出会う※9。佐原氏
さい と

は、自身が経営する彩都総合特許事務所
ひ おき

の日置弁理士も交えて出願戦略を練り上
げ、早期審査制度を活用し、出願からわ
ずか半年で特許の取得に成功する※10。
出願当時、村田氏は冗談で、「もし、
請求項１で特許が取れたら起業する」と
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――ここからは、富岡康充氏と樽田章

１．攪拌体ライセンス戦略

樽田：できるだけ多くの企業にライセ

氏を加え、エディプラスの攪拌体にお

――独占して自社生産するのではな

ンスしたいのですが、エディプラスの

ける今後の事業展開等についてイン

く、ライセンスを選択された理由は？

利益に結び付かなければ意味があり

タビューした内容を紹介しよう。

村田：攪拌体の汎用性の問題ですね。

ません。ですから、企業実績や販路等

その前に、補足させていただく。

応用範囲が広いため、すべて自社生産

についても厳しい目で見極めていく

エディプラスでは、攪拌体の事業戦

して塗料以外の分野にも参入してい

必要があると考えています。

くのは非現実的だと考えました。

――見極めで重視していることは？

略として、特許出願は“彩都総合特許
事務所”
、国内のライセンスについて

実際、全く想定外の業界からの引

樽田：どういう製品に使うのか、販売

は“ブライナ”
、海外における事業展

き合いも多く、それらすべてに対応す

価格や原価率、利益率等についてしっ

開は富岡氏に一任している。

るのは無理です。供給の問題もありま

かりヒアリングします。チェック項目

富岡氏は、
「オフィス富岡のバー

すが、それ以前に開発が追いつきませ

は多岐にわたりますよ（笑）
。

チャル知財セミナー」で本誌読者にも

ん。開発費も成功報酬のようなケース

――その厳しい条件にかなったのが

おなじみだが、今般、エディプラスの

があるためリスクが大きすぎます。

現時点では４社ということですね。

海外展開を任されたことにより、新た

――ライセンスについてはブライナ

樽田：そういうことです。

に“IP Management Services（以下、

が管理されているということですが、

村田：さまざまな分野の企業から引き

IPMS）
”を立ち上げた。

ライセンシー選択のポイントは？

合いがありますが、私は法律の専門家
ではありませんし、契約でトラブルに
なるリスクを勘案して、ライセンスの
管理業務全般をブライナに依頼する
ことにしたんです。

２．めったにない、基本特許
――特許出願は初めてだったという
ことですが、富岡さんはこの明細書を
見てどう思われましたか？
富岡：実物を見て「コレが攪拌機？」
と驚きました。水力学が専門の教授に
も見せたのですが、やはり、何をする
道具なのかが最初は分からなかった。
富岡 康充 氏
株式会社IP Management Services
代表取締役社長
〒104-0061 東京都中央区銀座８-10-６
銀座MEビル２Ｆ ℡ 042-440-7122
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たる た

樽田 章 氏
株式会社ブライナ
知財戦略事業部
〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区
鈴谷２-794 ℡ 048-851-5324

そして、
請求項を見た時、
さらにビッ
クリですよ。この特許はすごいっ！
権利範囲が広いだけではありませ
ん。適切・的確、かつ広いんです。

特集

村田：佐原さんと日置さんのアドバイ

３．なりすまし疑惑！？

スは非常に分かりやすかった。
「どう

――海外についてはいかがですか？

せなら大風呂敷を広げましょう」と。

村田：2010年10月に東京ビッグサイ

最初は以下のような図面を持って

トで開催された「パテントソリュー

いって技術内容を説明したのですが、

ションフェア」に攪拌体を出展したと

彼らはひと通り聞いた後、
「大体、こ

ころ、意外にも当社ブースは黒山の人

ういう形状なら、何でも攪拌できます

だかりになりました。

か？」
と――。
「できます」
と答えると、

わが社、ここにあり！

そして、３日間の会期中、別ホー

「それでは、あえて数字を入れて限定

ルで「韓国部品産業展」があったせい

せずに、かつ構造がハッキリ分かる広

か、多くの外国人が当社のブースに集

い請求項を目指しましょう」と。

まって、写真撮影したり、パンフレッ

富岡：これは国内ではめったにお目に

トもバンバン持っていかれて、次第に

かかれない、いわゆる“基本特許”な

模倣品や技術流出の不安が募るよう

んですよ。

になりました。

――知財センターの相談員だったと

樽田：実は前年のフェアに出展を計画

いう佐原さんに決めた理由は？

されていたのですが、国際特許出願が

村田：最初に会って相談した時、こち

済むまで待っていただいたんです。

らの話をよく聞いてくれて、言うべき

――フェアへの出展が海外戦略の一

ときはハッキリ言ってくれる。この人

つのきっかけだったと。それで、富岡

なら信用できると思いました。

さんはいつ登場するんですか？

【特許出願を想定した村田社長の手描き図面】

【特許第4418019号

請求項１】

回転軸方向に垂直な断面が円形状に構成
される本体と、
前記本体の表面に設けられる吸入口と、
前記本体の表面に設けられる吐出口と、
前記吸入口と前記吐出口を繫ぐ流通路と、
を備え、
前記吸入口は、前記吐出口よりも前記回転
軸に近い位置に配置され、
前記吐出口は、前記吸入口よりも前記回転
軸から半径方向外側の位置に配置されるこ
とを特徴とする、
攪拌用回転体。
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村田：話すと長くなるんですが（笑）
、

４．ノーリスク・ローリターン

――攪拌体の特徴の一つに構造がシ

海外での事業展開については、リスク

――海外展開においても、エディプラ

ンプルということがありました。

が高いものと考えていました。周囲か

スが製造・販売するのではなく、基本

らも、
「絶対に失敗するからやめてお

的にライセンスということですか？

す。樽田さん、国内での対策は？

け！」とよく言われました。

村田：海外については、当社とは完全

樽田：確かに、まねされやすいという

しばらく、疑心暗鬼に陥っていま

に切り離して、別会社にお願いすると

ことは否定できません。
そのためにも、

したが、知り合いのツテで富岡さんに

いうイメージです。国内のライセン

今後は周辺技術を適切に権利化して

たどり着きました。その前に、私は知

シーに迷惑をかけたくないので、海外

いくことが重要な対策になってくる

財の本を１冊だけ持っていたんです。

はすべてプロにお任せします。

でしょう。

『知財、この人にきくVol.１』

――それで、富岡さんに白羽の矢が

ということは、模倣品が気になりま

村田社長は、湯水のごとくアイデ

――富岡さんがキヤノンの丸島儀一

立ったわけですね。

アが湧いてくる方なので、既に出願中

氏をインタビューしたものですね。

富岡：海外の事業展開において、村田

の周辺技術が数件あります。

社長には最初から明確なビジョンが

富岡：そして、まねされやすいという

もおっしゃっていますよ（笑）
。

ありました。
キャッチフレーズが……。

ことは、逆に模倣品を発見しやすいと

村田：ですから、知人から富岡さんを

村田：ノーリスク・ローリターンです。

もいえますよね。

紹介すると言われた時、
疑ったんです。

富岡：そう。普通はローリスク・ロー

樽田：そこが基本特許を押さえている

リターンでしょう？ これがエディ

強みですね。モノを見た瞬間に侵害だ

富岡：すみません。本人です（笑）
。

プラスからの条件提示でした。それを

ということが分かります。

樽田：きっと、いつかどこかで出会う

受けて新規にIPMSを立ち上げること

運命だったんでしょうね。

にしたんです。

アレは素晴らしい本だと、丸島先生

「なりすましじゃないのか？」と。

国内企業の場合、侵害や訴訟のリ
スクを考えれば、回避技術を探るか、
ライセンスを受けるかの二者択一に
なるでしょう。しかし、本件の場合、
回避する術がないんです。
――そこもエディプラスがライセン
スという道を選択した理由の一つと
いえそうですね。
村田：特に中小企業の場合、
「侵害か
どうか、どちらに転ぶか分からない裁
判で争って、結局、和解じゃバカバカ
しい」という考え方が根強いんだと思
います。当社も含めて、訴訟で疲弊し
ている余裕はないというのが正直な
ところでしょう。
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わが社、ここにあり！

――なるほど。海外の模倣品対策につ

５．餅は餅屋の理論

――逆に、何をどこまでエディプラス

いては富岡さん、いかがですか？

――最後に、エディプラスの今後のビ

が手がけていくのかという線引きが

富岡：欧米に関しては、服部健一先生

ジョンについてお聞かせください。

難しいのでは？

と提携しています。

村田：実は自分の中で一番興味がある

村田：そこは意外と冷静に割り切って

――服部先生も本誌読者で知らない

のは環境関連です。水の流れが止まっ

います。まず、手広くするつもりはな

人はいませんね。

てしまったような沼や湖、東京湾でも

いんです。関心があるのは、水質浄化

富岡：問題は、
やはり韓国と中国です。

そうですが、環境プラントを手がけて

などの環境関係ですが、いずれにして

みたいですね。

も、大量生産してバラまくようなこと

しかし、これらの国にまねされな
いような技術はダメだ！ そのくら

ただ、当社の攪拌体は昨年の10月

だけは考えていません。

いのメンタリティーが必要です。

ごろから急展開し始めました。こんな

なぜ自社で生産しないのかと聞か

――まねされても構わないと？

ことになるとは想定していなかった

れることもありますが、
“餅は餅屋”

富岡：いや、
もちろん対策は講じます。

んです。ですから、これからどうする

というか、それが世の中のバランスで

両国にライセンスを管理するための

のかと聞かれても、逆にどうなってい

あり、当社だけが利益を上げればいい

企業を置く予定で、既に何社かの候補

くんだろう？――というのが正直な

というものではありません。

が挙がっています。それでも完全には

ところです。

抑えきれない可能性がある。それを前

――ご自身も想像がつかない？

とライセンシーの双方がWin-winの関

提にすべきだという意味です。

村田：応用範囲が広すぎて、どこまで

係を築けるように、知財運用の新たな

――腹を立てても始まらないと。

いくのかが分からないんです。そこが

ビジネスモデルとして社会に定着さ

富岡：IPMSがいま一つだけ悩んでい

期待の裏返しというか、楽しみな部分

せていきたいと考えています。

るのがアフリカです。PCTの国内段

でもありますが……（笑）
。

攪拌体に関しては、ライセンサー

（
「発明」編集部）

階移行の期日が2011年の年末なんで
すが、米、欧、韓、中、カナダは必須
です。次に、タイ、マレーシア、イン
ドネシア、ベトナム、シンガポール、
インド。そして、将来の生産国地域と
見込まれているのが、アフリカです。
――すみません、初耳です。
富岡：アフリカ知的所有権機関
（OAPI）
を指定することになりますが、さすが
に私もアフリカの経験はない……。
攪拌体の場合、最新設備がなくても
製造することは可能です。だから押さ
えておくべきか、悩んでいるんです。
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