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このコーナは真空技術が不可欠な分野、真空技術が使われる可能性のあるフィールドに足を運び、研究開発のポイント、そこで活躍する技術、 
将来の発展性などを分かりやすくお伝えしています。さて94回目は株式会社写真化学を訪ねました。

94
90通りの公転・自転の組み合わせに
　真空の力をプラスして“撹拌脱泡に自信あり！”

株式会社写真化学

明治元年に創業した写真化学。その頃から育まれ、引き継がれる

モノづくりの精神と「お客様の課題を解決する事がお客様の未来

を形づくる」という信念が生み出した「カクハンター」。緻密化、微

細化するいろいろな材料を、確かな技術で撹拌脱泡する。

公転自転撹拌脱泡装置「カクハンター」

京都本社外観

草津事業所外観

株式会社写真化学

本社所在地：〒604-0847
京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町518番地
前田エスエヌビル4階

代 表 者：代表取締役社長　西村 仁志
設 立：1934年（昭和9年）
創 業：1868年（明治元年）
資 本 金：49,800万円
従 業 員 数：222名
事 業 概 要：２つのカンパニーと１つの事業本部で構成。メディ

アカンパニーは、会社案内、社内報、情報誌、パンフ
レット、製品カタログ、カレンダー等の企画デザイ
ン・印刷製造、また、展示会ブース企画設計・施工、
動画・映像制作、Webサイト等の企画・制作、ネット
ワーク・業務支援システム開発、衛星画像関連事業
を、プロダクトカンパニーは、撹拌機、検査計測装置、
光造形装置、ファクトリーオートメーション、その他
の精密機械等の開発・設計・製造を、そしてヘルスケ
ア事業本部では、感染対策・看護業務支援製品の輸
入・企画ならびに販売を行う。

プロダクトカンパニー第一開発部 部統括
高岡 文彦（たかおか・ふみひこ）

プロダクトカンパニー営業部 第一営業G
1係 係長
石川 智基（いしかわ・ともき）
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◆日本の印刷業界の黎明期を担う
Q　御社は約150年の歴史ある企業だとお聞きしています。

石川　はい。1868年、明治元年になりますが、現会長の曽祖父に

あたる石田才次郎が、京都で石田旭山印刷所を創業し、銅版

彫刻印刷を始めたところに端を発します。つまり最初は印刷会

社として始まりました。1887年には石版印刷機を導入し、「京都

名所案内図絵」、村井兄弟商会のタバコのパッケージなど、銅

刻印刷、石版印刷による各種の出版物やシール、カタログなどを

手がけました。1934年には「石田旭山印刷株式会社」と社名を

変更しています。

Q　日本の印刷技術発展の一翼を担ってきたのですね。

石川　はい。社名を変更した1934年に「写真製版用網目スクリー

ン蝕刻法」の特許を取得し、初めてガラススクリーンの国産化に

成功しました。写真現像技術を応用して印刷に利用するフォトリ

ソグラフィ技術を印刷関連機器に展開し、日本の印刷技術の発

展に寄与したと思っています。マスク製作など精密機器に関わ

る開発は、その後、1943年に1社目の「大日本スクリーン製造所

株式会社（現（株）SCREENホールディングス）」、2001年に2

社目の「株式会社エスケーエレクトロニクス」として分離し、現在

は弊社とは別の道を進んでいます。

Q　御社の方はその後どんな道を進んだのですか？

石川　1970年に社名を「株式会社写真化学」と変え、現在は、印

刷を中心として発展したメディアカンパニーと、印刷関連機器の

開発・製造をしていたモノづくりの精神を受け継いだプロダクトカ

ンパニーを両輪として進んできています。

	 　メディアカンパニーは、お客様のパートナーとして、最適なご提

案を通じて、広報・販売促進をトータルにサポートします。企画プ

ランニングから空間プロデュース、デジタル映像編集・配信、グラ

フィックデザイン制作など、いろいろなことを通じて“伝える”という

ことを形にする事業を展開しています。

	 　私どものプロダクトカンパニーは、創業以来築いてきた、印刷

関連機器から精密自動制御機器製造へと変貌したモノづくり

事業で培った部門を1991年にできた草津事業所に集約し、こ

こで「分ける」「混ぜる」「造る」「測る」「流す」という5つの専門

技術を連携させ、シナジー効果を生み出し、お客様の課題を解

決するため日夜努力しています。

Q　そこから今回のテーマであるカクハンターが生まれたのです

ね。

高岡　今まで石川がお話ししてきたように、弊社は、もともとは印刷

や印刷ラインに関わる機械を開発製造してきたわけですが、分

社した後、それらのモノづくりの技術を活かして何か違ったもの

はできないかと日々 模索していました。そんな中、確か1990年頃

だったと思いますが、ある会社から性能の良い撹拌脱泡装置が

できないかという相談を受けました。

Q　具体的にはどんな相談だったですか。

高岡　それまで海外製の歯科用印象材の混錬機を使用していた

が、工業用に使用するとよく故障し、公転に対する自転比率が

固定されていて応用が効かず、材料に応じた撹拌はなかなかで

きませんでした。さらに、泡も取り除きたいという要望を受け、公

転と自転をそれぞれ独立して制御する機構を開発し、1992年に

初代250Nの発売を開始しました。これが最初の公転自転式の

撹拌脱泡装置でした。当初は、開発・設計・製造までを行い、

販売は他社に任せるというOEMでしたが、12年前に自社販売

も行うことになり、「カクハンター」というブランドを立ち上げ、開発

から製造販売までをメーカとして手掛けることになりました。これ

まで約20機種以上の開発を行い、販売してきました。基本技術

は大きく変わらないものの、その経験とノウハウで約30年続く歴

史のある事業となっています。また、工業用としてあらゆる業界

への利用も考え、品質にもこだわってきました。

石川　カクハンターという名前の由来は、おわかりとは思いますが、

“カクハン”は混ぜるの撹拌で、“ハンター”というのが泡の脱泡

というところにかかっています。弊社のメディアカンパニーに考え

てもらい、命名しました。

TECH・テク・TAKE ■ 94

プロダクトカンパニー製品群
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◆使用用途がいろいろ考えられる撹拌脱泡装置
Q　そもそも撹拌脱泡装置とはどんなものですか。

高岡　撹拌機とは、文字通り、いろいろなものを混ぜ合わせる装置

で、いくつかの方式がありますが、弊社のカクハンターは、公転自

転式で、簡単に言うと、材料の入った容器を自転させながら、か

つ公転させることにより、大きな遠心力を連続的に発生させ、材

料の混合・撹拌を行うものです。さらに、この撹拌の過程でどうし

ても気泡ができてしまいますが、これを取り除かないと後工程で

差しさわりがでてくることが多々あります。そこで様々な材料やプ

ロセスに応じた公転自転回転比で撹拌脱泡処理できるのが、公

転自転撹拌脱泡装置“カクハンター”です。

Q　どんなところで使用されているのですか。

石川　公転自転式の撹拌脱泡装置を利用する業界は幅広く、化

学材料、電子材料、エネルギ材料、化粧品材料、医療品材料、

食品関係など、あらゆる産業分野でご利用いただいています。ま

た、研究開発の段階から生産に至るまで、様々な場面で必要と

されています。各業界の生産工程はそれぞれ異なりますが、製

品の品質や機能性を高めるためには、材料を撹拌・脱泡する

工程は重要な役割を担っています。

Q　撹拌・脱泡をするときのポイントはどんなところですか。

高岡　撹拌においては、数種類の材料が均一に分散しているか、

その分散が安定しているか、というようなことが重要になってきま

す。また、脱泡では、微細な気泡を除去することが求められます。

材料は、年々、微細化し、撹拌・脱泡が難しくなってきており、そ

の要求される精度が高くなっています。

Q　そうなると、撹拌脱泡装置にも高機能化が求められる？

高岡　はい。それを実現するためのカクハンターの一番の特徴が、

公転と自転の相互作用を効率よく発生させるため、公転と自転

をそれぞれ個別に設定できる「セパレートコントロールシステム」を

搭載しているということです。このセパレートコントロールシステム

は、あらゆる材料の生成プロセスを最適化するため、回転数は

公転9段階、自転10段階の設定ができ、それぞれを組み合わせ

ることで最大90通りの設定が可能となっています。これによって

その材料にあった最適な撹拌・脱泡ができることになります。

	 　公転は時計回り、材料が入っている容器自身が回るのを自転

と呼んでいますが、これが反時計回り。この2つの相乗効果に

よって撹拌と脱泡を同時に行うことができるというものです。業

界的にはニッチで、他に公自転式の撹拌機メーカさんが何社か

ありますが、自転の比率が一定のところが多く、混ざりにくい材料

を扱う場合は、特に弊社に来ていただくことが多いですね。

Q　脱泡はどうやっていますか？

高岡　カクハンターは、公転作用で材料に遠心力を付与し、気泡

の分離を促します。自転の作用は渦を発生させ、またカップが傾

斜していることで、同時に上下対流を発生させます。この公転と

自転の相互作用により、材料とカップ側壁との間にせん断力を

発生させ、また材料薄膜化による破泡の効果を生み出します。

この仕組みで、1つの装置で撹拌と脱泡を同時に実現すること

が可能となっています。

Q　撹拌と脱泡をそれぞれ別々の機械でやるということもあるの

ですね。

高岡　撹拌はプロペラなどで、脱泡は真空装置、または遠心分離

機で、と使い分けているお客様もいらっしゃいますが、真空脱泡

装置だけでは、材料が吹きこぼれる恐れがあったり、高粘度材

料には時間がかかり、底部の脱泡が困難であったり、精密脱泡

に時間がかかり、作業効率が悪く分離する恐れがあったりという

ことがあります。また、遠心分離機だけだと、比重差のある材料

の場合、分離する恐れがあり、低粘度材料には適さないとか、高

粘度材料は微細な気泡が残るなどの問題があります。カクハン

ターは、1台でこれらの課題を解決することができます。
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◆真空の力をプラスして脱泡力を向上
Q　商品ラインアップとしては、大気圧型と真空型がありますね。

高岡　歴史としては、最初に大気圧型の撹拌装置ができて、その

後、もう少し細かな気泡を除去することが必要になり真空型を開

発しました。以前は細かくても目視で確認できるレベルくらいだっ

たのが、今はそれ以下の細かな気泡を除去することが当たり

前のように要求されます。そうなると大気圧型では脱泡しづらく、

“真空環境下で破泡効果を促進する”ということが必要になっ

てきたのです。撹拌機の動作としては、大気圧型も真空型も基

本的には同じですが、真空型は、より脱泡効果が高い装置とな

ります。

Q　大気圧型だと脱泡が難しくなってきているのですね。

高岡　大気圧型ではどうしても遠心脱泡という形になるので、大き

な気泡を除去することはできますが、ミクロン以下の微細な気泡

を除去するのは難しい。そこで、減圧環境下で撹拌・脱泡処理

を行うことがどうしても必要になります。真空型は、チャンバにな

るので、その中で減圧をして、公転自転運転をすることにより、よ

り微細な気泡の脱泡ができます。シリンジなどの長尺容器・高

粘度材料・比重差のある材料などの精密な脱泡は難しいため、

真空を併用することで効果的な脱泡を実現します。また、真空

には、撹拌時に生成される気泡を抑制する効果もあります。

Q　真空型には他にも利点があるのですか。

高岡　真空型は脱泡効果が高いだけでなく、撹拌運転中に、材

料の中に溶存するガスを除去するという役割もあります。これら

が材料に残っていると後々のプロセスでいろいろな悪さをするこ

とになりますのでそれを未然に防止できます。また、大気圧型だ

と、撹拌中に大気中の水分を取り込んでしまうこともあるので、そ

ういうことを防止するためにも真空型を使うとか、いろいろな役割

を担っています。さらに、溶剤の揮発をコントロールすることで、粘

度を調整したり、濃縮させることも可能です。また、減圧環境下

で撹拌することで、気泡が膨張して凝集体を解砕し、分散を促

す効果もあります。

Q　真空型の方がより高度な使い方をされるということでしょう

か。

高岡　専門の研究開発などに使われることが多いですね。また、

このカクハンターは、これまでの真空装置付撹拌脱泡装置と違

い、容器ごとの真空圧を適切に管理できる真空圧個別設定が

ついていて、この技術は特許を取っています。通常、他の同じよ

うな機器では、ロータ部全体をチャンバで減圧したり、複数のカッ

プを1つの真空計で制御しているため、カップごとの状態を適切

に管理できませんでした。しかし、弊社は、それぞれの容器に繋

がる真空引きの経路上に真空計および弁を設け、容器ごとの

状態を適切に管理できるため、安定した分散に対応することが

可能となります。メリットとしては、減圧設定の条件出しを、従来

の2倍の効率で行うことが可能になったり、無駄な減圧をするこ

とが無くなり、真空ポンプへの負荷を軽減でき、ダミーウエイトとし

て水の使用が可能になるなど様々な利点があります。

Q　真空ポンプは外付けですか。

高岡　はい、今は外付けです。以前は中に組み込んでいたのです

が、真空ポンプのモデルチェンジなどで、真空ポンプの大きさが変

わってしまうことがあり、中に組み込むと後々困ることが起こった

ため、外付けにしました。また、基本的に油回転ポンプを使ってい

るので、中にポンプを組み込んでいると、何かの拍子にこの真空

ポンプから油などがでてくる可能性もあり、それが撹拌する材料

に悪影響を及ぼすことが考えられましたので、今は外付けにして

います。

Q　真空ポンプは油回転式だけですか。

高岡　お客様の要望に応じて、ポンプの種類は変えています。有

機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応するため、ドライ真空ポンプ

を使うこともあります。また、揮発した溶剤を回収するための冷却

トラップを取り付けることも可能です。さらに、用途に応じて真空

方式も変えられるようにしています。研究開発などに使う小型の

ものは、チャンバ真空方式にして、回転するロータ全体をチャン

バで覆うことで、様々な容器に対応することができます。また、量

産などに使う中型から大型装置では、カップ真空方式を採用し、

減圧する容積を最小限にすることで、減圧と大気開放時の時

間を短縮します。

真空装置付モデル：SK-10000TV
7000ml×2カップ
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Q　真空ポンプについてなにかご要望はありますか。

高岡　個人的な体感かもしれませんが、真空ポンプって、よくモデ

ルチェンジするイメージがあります。形状が変わると、それに合わ

せて仕様変更しなければならないところがでてきてしまいます。

形状が変わらないと嬉しいですね。

	 　それから熱の問題があります。放熱性を高めて、この真空ポン

プの熱が極力上がらないようにしてほしいです。化学材料や食

品など、熱が上がると問題になるようなことがあります。また、世界

各国に製品を出しているので、グローバルな電源電圧に対応し

ているものはありがたいです。

◆活況な半導体分野に導入されているカクハンター
Q　カクハンターは具体的にはどんなところで多く使われているの

でしょう？

高岡　電子部品など、半導体関係で使われることが多いですね。

導電性を高めるためのペーストを混ぜたり、カーボンナノチューブ

にカーボンの顆粒を混ぜたり、材料自身を傷めずにいかにうまく

混ぜるかがポイントになります。当然泡が入っていると機能性を

低下させる恐れがあるので、混ぜるのだけれど泡を抜くという、

一見相反する行為を効率よく同時に行っています。

	 　また、今の半導体はどんどん小型になり、放熱が重要になって

きているので、パッケージの樹脂材料に放熱材を混ぜることもあ

ります。携帯電話が4Gから5Gに変わって、半導体業界も活況

になってきています。さらに、コロナ禍でリモートなどが多くなり、パ

ソコンなども好調で、それに応じて開発需要が喚起されていて、

今、この業界は、結構、活況になってきています。

Q　混ぜにくいものというのはどういうものでしょう。

高岡　大きく比重が違うものを混ぜるというのは結構難しいです

ね。例えばLEDの開発が積極的に行われた時代、LED材料

の粉は比重が大きく、液体はシャバシャバしていて粘度が低くチ

クソ性が高いため脱泡しにくい。このような材料を積極的に脱泡

処理すると、公転の遠心作用で分離しやすくなります。そこで、

公転で押し付けながら自転も強めに入れていく。そうすると今度

は泡が入りやすくなります。そこで減圧することで泡を抜く、とい

う工夫が必要になります。こういうのは難しいですね。また、公転

と自転の作用で渦を作りますが、渦の形状によっては細かな粉

が全体に分散するものの、大きな粉は中央付近に集まる場合が

あります。こんなふうに撹拌機の中ではいろいろな現象が起こり

ます。これをいかに均一に分散させるかが難しかったですね。ま

た、粒子の形状が違うと混ぜにくいということが起こってきます。

例えば、粒径のバラつきがある粉を使うということがあります。こ

れは混ぜにくい。さらに、湿気をおびているとか、いろいろなケー

スがあり、それぞれに対応していくことが必要ですね。

Q　それらのいろいろな材料に対して公転自転を組み合わせて対

応していくわけですね。

高岡　先ほどお話しした通り、カクハンターは、公転自転を組み合

わせると90通りの動きができます。新しい材料を混ぜるときに

は、90通りの一つ一つを組み合わせていくというより、今までの

ノウハウから、「この材料なら大体この組み合わせ」という基本形

を基準にそこから最適の撹拌脱泡ができる組み合わせを微調

整していきます。逆に90通りもあると多すぎて、使いにくいという

お客様もいますが、そういう場合は、使う材料をお聞きして、使い

方のアドバイスなども積極的に行っています。

Q　かなり応用範囲は広いようですね。

石川　高機能化したことでいろいろな分野でご使用いただいてお

りますので、市場は大きいと期待しています。30年位の歴史が

あって、非常にノウハウの詰まった機械なのです。

Q　食品関係などでも使えそうですね。

石川　はい、実際に食品関係で使われている場面はあるのです

が、これがなかなか難しいところがあります。以前、弊社でも京都

のお菓子屋さんで、材料を混ぜるということに挑戦したことがある

のですが、これが美味しくできなかった。なぜかといえば、お菓子

の種類にもよりますが、職人さんが材料を混ぜるときに、適度に

泡を入れることで美味しくなるのですが、機械で撹拌脱泡すると

風味が損なわれ、美味しくできなかった。そういう意味でも食品

はある種の難しさがありますね。

◆さらなる高機能化を目指して自転を上げる
Q　カクハンターの新たな展開があればお聞かせください。

高岡　実は、今までは、自転が公転を上回るということができなかっ

たのですが、昨年末これができるようになりました。プレミア的な

位置づけの機械として、今、積極的にPRしています。撹拌作業

は、自転が担っているため、撹拌力を上げるためには自転の回

転数を上げる必要があります。液体や粉体を混ぜるときに多い

のですが、自転の回転数が弱いと粒子が集まってしまい、ダマに

なってしまいます。それを防ぐために、自転の回転数を上げて解

砕します。
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	 　いままでの90通りの段階設定の良さを踏襲しながらかつ自転

の回転を上げて、公転を上回るというのは、機械の構造上困難

でした。我々の装置は、1つのモータと1つのブレーキで構成さ

れていて、公転自転を制御しています。そのために、これまでは

公転、自転が1：1の比率までしかできなかったのですが、ある工

夫により自転が公転を上回るようにしました。これにより、混ぜ合

わせるのが難しい材料を、より良く撹拌脱泡することができ、先

端的な研究機関などに、プレミアム的な機械として導入され始め

ています。

Q　今後の期待をお聞かせください。

石川　弊社も日本政府が掲げる「グリーン成長戦略」にともなう「脱

炭素社会」の拡大に伴い、これを後押しする技術開発に取り込

んで販売を拡大したいと考えています。その中でも、大きく2つの

産業に注目しています。

	 　1つは電気自動車（EV）や太陽電池などの普及とともに蓄電

池の市場拡大が見込まれ、日本政府が2050年の温暖化ガス

排出実質ゼロの目標を打ち出したこともあり、現在主流のリチウ

ムイオン電池や全固体電池に加えて、別方式や新素材を使っ

た次世代電池の技術開発の利用に期待しています。

Q　いろいろありそうですね。

石川　もう1つ注目するのは、脱炭素社会を支えるプラスチック資

源循環システムの構築のため、従来型のプラスチック利用につ

いて見直しが検討されていることです。とりわけ、海洋流出が懸

念されるプラスチック製品から生分解性素材への転換を促し、

社会実装化することを目的とし、化石資源由来のプラスチックの

代替素材について、研究開発が進むことで、カクハンターのさら

なる利用が広がることに期待しています。

Q　海外市場への展開はどうですか。

石川　弊社では、国内市場に加えて海外市場の拡大に積極的で

す。海外販売への取り組みとして、アジア・中東・欧州・米国・

中南米などグローバルに展開しています。これまでも基礎素材・

材料研究開発は日本でも取り組んでいましたが、近年の中国・

アメリカにおいては研究開発が盛んで、スピードも速く、主要マー

ケット国と位置付けて、販売拡大に加えて研究開発や知的財産

にも積極的に取り組んでいます。

Q　これからの撹拌脱泡装置は期待できそうですね。

高岡　導電性、絶縁性、放熱性、軽量化、有機溶媒レス、有機無

機ハイブリット化…など、あらゆる目的の研究開発にて撹拌脱泡

装置をご使用いただいております。今後、材料はもっと緻密にな

り、撹拌・脱泡はより難しくなってきて、撹拌脱泡装置には、さら

なる高機能化が求められていくと予想しています。この難しい技

術課題の解決に向けて、弊社は積極的に取り組んでいきます。

石川　カクハンターの売り上げは右肩上がりで来ています。これ

から業界として、コロナが収まることで、先ほどお話しした自動車

や、次世代電池などの研究開発市場も活発化してくるでしょう。

そうなれば、いろいろと用途が広がり、さらなる成長を期待してい

ます。“一気に”というのはなかなか難しいですが、地道な努力

を一つ一つ積み上げていきたいですね。

～長時間にわたり、興味深いお話をいただきましてありがとうござい

ました～
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強力撹拌、強力脱泡　公自転セパレート コントロール ハイスペック
プレミアムモデル　SK-400TR


