
大家さんが稲城市特産の梨畑やぶどう畑を持っていたため、

育て方を教えてもらったり、子どもを預かってもらったり、

家族ぐるみでお世話になりました。その後、大家さんが亡

くなったのを機に、麻生区片平の自宅を本社にする一方、

柿生駅前に音の出る作業を行えるラボを構えました。

─独立後はどのようなお仕事をされましたか。

長尾　旧知の会社とは取引できなかったため、それまでに

取得した特許を売却して経営資金に充てたりもしましたが、

培った人脈で、いろいろな人が助けてくれました。

　主にホモジナイザー（試料を均等化・乳化・分散させる

装置）、高速ミキサー、遠心分離機を扱う理化学関係の会

社などから仕事が入るようになり、最初に製造したのは検

疫所で使われる理化学用のミキサーで、輸入食品を砕いて

成分分析をする装置でした。

─その中から自社開発製品を生み出されたのですね。

長尾　材料の粉砕や混合に着目し、学会に参加したり、論

文を書いたりしながら、2004年にセラミックの傾斜させた

筒型容器を回転させる「遊星ボールミル・Planet」を開発

しました。当初は無機物の粉砕を想定していました。

　「遊星」の由来は、複数の歯車が自転しながら公転する

「遊星歯車機構」。地球は自転しながら太陽の周りを楕円軌

道で公転していますが、地球の自転軸は楕円軌道に対して

傾いている。それなら同じように傾けてみようと思ったこ

とが大きな成果を生みました。

─実際の自然現象を参考にされたということですね。

長尾　そういうことになります。その後、筑波の産業技術

総合研究所でプレゼンを行ったとき、たまたま来ていた

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の人から「クリノスタッ

トに応用できるのではないか」とアドバイスをいただきま

した。

　当時は私も知りませんでしたが、クリノスタットとは、

試料を入れた回転体を縦横の２軸で回転させる、つまり３

次元的に回転させて重力を相殺する、つまり見かけ上の無

重力環境を作り出す「疑似無重力発生装置」のことです。

─貴社を創立するまでの経緯について教えてください。

長尾　大学卒業後、山形県のマイクロモーターの製造会社

に就職し、レコードの代用として使われたソノシート（薄

い録音盤）を再生するプレーヤーのターンテーブルを回す

モーターの開発に携わりました。その後、より大型のモー

ターの回路設計を学ぶために東京の大手工場に出向しまし

たが、近くで３億円事件が起こり、大騒ぎになったことを

覚えています。

─あの事件が起きたのは1968年でした。

長尾　そこで知り合った人が都内で起業することになり、

誘われて上京し、モーターを使った装置の技術営業や開発

を担当しました。歯科医が使うグラインダー、フラスコを

回転させて液体を蒸発させるエバポレーター、プラネタリ

ウム、スチールラジアルタイヤ製造時にワイヤを繰り出す

装置などです。これはブリヂストンがベルギーのベカルト

社のタイヤコード技術を導入したもの。 振り返ってみれ

ば低速から高速まで、「回転」させる装置ばかり扱ってき

ました。

─キーワードは「モーター」と「回転」ですね。

長尾　ところがその会社が多額の負債を抱えて社長が解任

され、専務だった私は負債返済を済ませて身を退くことに

しました。その際、従来の取引先への出入り禁止など、細

かな誓約書を書かされました。退職金もないまま独立する

状況で途方にくれましたが、会社設立に際し、病身だった

家内が法務局などに足を運んで書類を整えてくれたことに

今でも感謝しています。1994年10月のことでした。

─退職後、どこで創業されたのですか。

長尾　東京都稲城市の多摩川に近い東長沼です。江戸時代

から続く旧家が所有する倉庫のひとつを借りました。その

高速3次元運動を活用
第5の産業革命の扉を開く

トップの部屋
第76話

転運動のモーター制御に注目回

長尾 文喜 氏
（Fumiyosh i  Nagao）

株式会社ナガオシステム 代表取締役

　（株）ナガオシステムは電子工学を学んだ長尾文喜氏が1994年に設立して理化学関係のOEM請負

から事業をスタート。モーター制御と回転運動におけるノウハウの蓄積と知見を生かし、2004年に傾

斜型遊星ボールミル、2009年に３次元ボールミル（３次元リアクター）を自社開発し、様々な素材や

試料の粉砕・撹拌・混合に新たな境地を開拓。神奈川県優良小規模企業者表彰、川崎ものづくりブラ

ンド認定に続いて2019年第10回かながわ産業Navi大賞*で「第５の産業革命になり得る技術」という

高評価を獲得し、高速３次元運動の将来性に大きな可能性を提示している。
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大家さんが稲城市特産の梨畑やぶどう畑を持っていたため、

育て方を教えてもらったり、子どもを預かってもらったり、

家族ぐるみでお世話になりました。その後、大家さんが亡

くなったのを機に、麻生区片平の自宅を本社にする一方、

柿生駅前に音の出る作業を行えるラボを構えました。

─独立後はどのようなお仕事をされましたか。

長尾　旧知の会社とは取引できなかったため、それまでに

取得した特許を売却して経営資金に充てたりもしましたが、

培った人脈で、いろいろな人が助けてくれました。

　主にホモジナイザー（試料を均等化・乳化・分散させる

装置）、高速ミキサー、遠心分離機を扱う理化学関係の会

社などから仕事が入るようになり、最初に製造したのは検

疫所で使われる理化学用のミキサーで、輸入食品を砕いて

成分分析をする装置でした。

─その中から自社開発製品を生み出されたのですね。

長尾　材料の粉砕や混合に着目し、学会に参加したり、論

文を書いたりしながら、2004年にセラミックの傾斜させた

筒型容器を回転させる「遊星ボールミル・Planet」を開発

しました。当初は無機物の粉砕を想定していました。

　「遊星」の由来は、複数の歯車が自転しながら公転する

「遊星歯車機構」。地球は自転しながら太陽の周りを楕円軌

道で公転していますが、地球の自転軸は楕円軌道に対して

傾いている。それなら同じように傾けてみようと思ったこ

とが大きな成果を生みました。

─実際の自然現象を参考にされたということですね。

長尾　そういうことになります。その後、筑波の産業技術

総合研究所でプレゼンを行ったとき、たまたま来ていた

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の人から「クリノスタッ

トに応用できるのではないか」とアドバイスをいただきま

した。

　当時は私も知りませんでしたが、クリノスタットとは、

試料を入れた回転体を縦横の２軸で回転させる、つまり３

次元的に回転させて重力を相殺する、つまり見かけ上の無

重力環境を作り出す「疑似無重力発生装置」のことです。

─貴社を創立するまでの経緯について教えてください。

長尾　大学卒業後、山形県のマイクロモーターの製造会社

に就職し、レコードの代用として使われたソノシート（薄

い録音盤）を再生するプレーヤーのターンテーブルを回す

モーターの開発に携わりました。その後、より大型のモー

ターの回路設計を学ぶために東京の大手工場に出向しまし

たが、近くで３億円事件が起こり、大騒ぎになったことを

覚えています。

─あの事件が起きたのは1968年でした。

長尾　そこで知り合った人が都内で起業することになり、

誘われて上京し、モーターを使った装置の技術営業や開発

を担当しました。歯科医が使うグラインダー、フラスコを

回転させて液体を蒸発させるエバポレーター、プラネタリ

ウム、スチールラジアルタイヤ製造時にワイヤを繰り出す

装置などです。これはブリヂストンがベルギーのベカルト

社のタイヤコード技術を導入したもの。 振り返ってみれ

ば低速から高速まで、「回転」させる装置ばかり扱ってき

ました。

─キーワードは「モーター」と「回転」ですね。

長尾　ところがその会社が多額の負債を抱えて社長が解任

され、専務だった私は負債返済を済ませて身を退くことに

しました。その際、従来の取引先への出入り禁止など、細

かな誓約書を書かされました。退職金もないまま独立する

状況で途方にくれましたが、会社設立に際し、病身だった

家内が法務局などに足を運んで書類を整えてくれたことに

今でも感謝しています。1994年10月のことでした。

─退職後、どこで創業されたのですか。

長尾　東京都稲城市の多摩川に近い東長沼です。江戸時代

から続く旧家が所有する倉庫のひとつを借りました。その

高速3次元運動を活用
第5の産業革命の扉を開く

トップの部屋
第76話

転運動のモーター制御に注目回

長尾 文喜 氏
（Fumiyosh i  Nagao）

株式会社ナガオシステム 代表取締役

　（株）ナガオシステムは電子工学を学んだ長尾文喜氏が1994年に設立して理化学関係のOEM請負

から事業をスタート。モーター制御と回転運動におけるノウハウの蓄積と知見を生かし、2004年に傾

斜型遊星ボールミル、2009年に３次元ボールミル（３次元リアクター）を自社開発し、様々な素材や

試料の粉砕・撹拌・混合に新たな境地を開拓。神奈川県優良小規模企業者表彰、川崎ものづくりブラ

ンド認定に続いて2019年第10回かながわ産業Navi大賞*で「第５の産業革命になり得る技術」という

高評価を獲得し、高速３次元運動の将来性に大きな可能性を提示している。
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５の産業革命への期待第

限の可能性を秘めた
3次元ボールミルを開発無

トップの部屋 第76話

profi le

長尾 文喜 氏 （ながお・ふみよし）

宮城県仙台市生まれ

東北工業大学電子工学科卒業

電機メーカー勤務等を経て

株式会社ナガオシステム創業　

代表取締役就任

1946年

1968年

1994年

─３次元に回転させて無重力空間を発生させるということ

ですか。

長尾　既存のクリノスタットは大がかりで価格も高くなっ

てしまうので、小型化・低コスト化を望む声は確実にあると

わかりました。

　私自身も「これは面白い」と開発に取り組み、2009年に

３次元ボールミル（３次元リアクタ－）を発売しました。縦

横２枚の円盤を回転させるという簡素な構造で３次元的な

回転を可能にできたのです。

　粉砕時間を従来よりも短縮し、かつ、高速回転で生じる

粉体表面の破損や凝集を解消できる、発熱が極度に小さい

などの点が評価され、有機物の粉砕、あるいは有機物と無

機物の混合などにも有用であることから、幅広い分野で導

入実績を増やすことができました。

　

─かながわ産業Navi大賞を受賞したのはこの３次元ボール

ミルでしたね。

長尾　装置の構造が簡易なので消費電力が少なく、発熱量も

小さい。さらに高速回転させると想定以上に面白い動きをす

ることがわかり、様々な試料をナノ、ミクロンレベルで粉砕

するだけでなく、均一に混ぜる機能も高い。縦横の強弱や容

器の形によっても思いがけない動きをして、素材や試料その

ものの化学反応を誘発する可能性もある。それが３次元運動

の威力であり、魅力でもあるのだと思います。

　展示会などを通じて多くの研究者や技術者から注目してい

ただき、NIMS（国立研究開発法人物質・材料研究機構）、芝浦工

業大学、東京農工大学、仙台高等専門学校などと共同研究を進

めています。神奈川県優良小規模企業者表彰、川崎ものづくり

ブランド認定など、行政からも評価していただきました。

─３次元ボールミルについて、今後の展望を教えてください。

長尾　高速で回転させることが前提なので、バランスを保

つためには現状では大きさに限界があり、容器の内容量は

7.5リッター。中に入れられる試料はその性質によりますが、

目途は3.25リッターまで。 量をこなすなら複数装置を使え

ばいいですが、装置自体の大型化が求められる事案におけ

る対応は課題のひとつになるかもしれません。

　ただ、３次元で高速回転させると、水が純水に近い状態

で安定する、マイクロバブルやナノバブルを発生させるこ

とで衣類の汚れが落ちやすくなるなど、興味をそそられる

ことばかり。共同研究だけでなく、公的な補助金も活用して

自分の目でひとつひとつ確かめていきたいですね。

─会社の将来の展望を教えてください。

長尾　基本的な技術について国内外の特許や意匠登録をし

ていますが、息子と非常勤者を合わせて５名という小さな

会社なので、３次元ボールミルの技術が世の中の役に立つ

よう、育てていくことが目標です。

　現在の収益はオーダーメイドによる製造販売。規模が大

きくなれば外注ですが、できるだけ多くの人に使ってもら

い、恒常的に工場生産できれば言うことなしです。

　３次元ボールミルで回転させれば、安酒も高級酒のよう

にまろやかになり、メレンゲや最近話題の泡醤油も瞬時に

できます。

─それは嬉しい。ぜひ「一家に一台」あるといいですね。

長尾　現状で家電製品化するのは価格的に厳しいですが、そ

うしたアイデアを実現しようとする人にぜひ手を挙げてもら

いたいですね。私もごく軽量な素材、たとえば繭から採れる生

糸、もぐさ、茶葉などを微細に粉砕して必要成分を抽出すると

いった用途に可能性を感じています。一家に一台は無理でも、

飲食店や商業施設なら採算が合うかもしれません（笑）。

─かながわ産業Navi大賞では「第５の産業革命になり得る

技術」と高評価でした。

長尾　高速３次元運動の可能性が認められたものだと理解し

ています。省エネで発熱量の少ないエコ装置であるだけでな

く、レアメタルや環境負荷の高い炭素繊維の回収などにも役

立つでしょう。開発期間は発見の連続で、世に出てからも、開

発者の思いもよらない使用例が出てきてワクワクしています。

─ところで出身地はどちらですか。

長尾　宮城県名取郡生出村（現仙台市太白区）という養蚕が盛

んな土地で、かつては製糸工場や針葉樹林を展開し、「日本３

大模範村」と称されたとか。祖父も父も中学校教師をしていま

したが、代々の農家です。生まれた直後は身体が弱くて心配さ

れましたが、自然の中で伸び伸び育ったおかげで今があります。

─最後に趣味はなんでしょうか。

長尾　登山と釣りが好きです。丹沢がホームグラウンドで、

春は山菜採りなどを楽しんでいます。百名山にもほとんど

登りました。

　実は昨年６月に家内が亡くなって以来、散歩を兼ねた墓

参のたびに「もっと大事にしてやればよかった」と毎日後悔

ばかり。家内の具合が悪くなったとき、息子の知春がそれ

までの仕事を辞め、介護の資格を取る一方、私の仕事も手

伝ってくれるなど、家族の絆を守ってくれました。

　こうして過去を振り返ると、多くの人に助けられ、守られ

たことがよくわかる。高速３次元運動の技術を通じて恩返

しができればと願っています。

＊かながわ産業Navi大賞

　県内中小企業の継続的な発展とビジネスチャンス創出

を目的として、県内中小企業で開発・考案した サービス

（新しい販売手法等）・製品・商品・技術等により、売り上

げの向上や販路拡大等、具体的な事業効果がでたものを

表彰・支援する制度。財団法人神奈川県経営者福祉振興

財団が2010年に創設。

株式会社ナガオシステム

川崎市麻生区片平１－９－３０

電話　０４４－９５４－４４８６

大賞の長尾氏（前列右から３番目）

３次元ボールミルの実験にて

開始前

３分後

メレンゲ調理実験にて
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５の産業革命への期待第

限の可能性を秘めた
3次元ボールミルを開発無

トップの部屋 第76話

profi le

長尾 文喜 氏 （ながお・ふみよし）

宮城県仙台市生まれ

東北工業大学電子工学科卒業

電機メーカー勤務等を経て

株式会社ナガオシステム創業　

代表取締役就任

1946年

1968年

1994年

─３次元に回転させて無重力空間を発生させるということ

ですか。

長尾　既存のクリノスタットは大がかりで価格も高くなっ

てしまうので、小型化・低コスト化を望む声は確実にあると

わかりました。

　私自身も「これは面白い」と開発に取り組み、2009年に

３次元ボールミル（３次元リアクタ－）を発売しました。縦

横２枚の円盤を回転させるという簡素な構造で３次元的な

回転を可能にできたのです。

　粉砕時間を従来よりも短縮し、かつ、高速回転で生じる

粉体表面の破損や凝集を解消できる、発熱が極度に小さい

などの点が評価され、有機物の粉砕、あるいは有機物と無

機物の混合などにも有用であることから、幅広い分野で導

入実績を増やすことができました。

　

─かながわ産業Navi大賞を受賞したのはこの３次元ボール

ミルでしたね。

長尾　装置の構造が簡易なので消費電力が少なく、発熱量も

小さい。さらに高速回転させると想定以上に面白い動きをす

ることがわかり、様々な試料をナノ、ミクロンレベルで粉砕

するだけでなく、均一に混ぜる機能も高い。縦横の強弱や容

器の形によっても思いがけない動きをして、素材や試料その

ものの化学反応を誘発する可能性もある。それが３次元運動

の威力であり、魅力でもあるのだと思います。

　展示会などを通じて多くの研究者や技術者から注目してい

ただき、NIMS（国立研究開発法人物質・材料研究機構）、芝浦工

業大学、東京農工大学、仙台高等専門学校などと共同研究を進

めています。神奈川県優良小規模企業者表彰、川崎ものづくり

ブランド認定など、行政からも評価していただきました。

─３次元ボールミルについて、今後の展望を教えてください。

長尾　高速で回転させることが前提なので、バランスを保

つためには現状では大きさに限界があり、容器の内容量は

7.5リッター。中に入れられる試料はその性質によりますが、

目途は3.25リッターまで。 量をこなすなら複数装置を使え

ばいいですが、装置自体の大型化が求められる事案におけ

る対応は課題のひとつになるかもしれません。

　ただ、３次元で高速回転させると、水が純水に近い状態

で安定する、マイクロバブルやナノバブルを発生させるこ

とで衣類の汚れが落ちやすくなるなど、興味をそそられる

ことばかり。共同研究だけでなく、公的な補助金も活用して

自分の目でひとつひとつ確かめていきたいですね。

─会社の将来の展望を教えてください。

長尾　基本的な技術について国内外の特許や意匠登録をし

ていますが、息子と非常勤者を合わせて５名という小さな

会社なので、３次元ボールミルの技術が世の中の役に立つ

よう、育てていくことが目標です。

　現在の収益はオーダーメイドによる製造販売。規模が大

きくなれば外注ですが、できるだけ多くの人に使ってもら

い、恒常的に工場生産できれば言うことなしです。

　３次元ボールミルで回転させれば、安酒も高級酒のよう

にまろやかになり、メレンゲや最近話題の泡醤油も瞬時に

できます。

─それは嬉しい。ぜひ「一家に一台」あるといいですね。

長尾　現状で家電製品化するのは価格的に厳しいですが、そ

うしたアイデアを実現しようとする人にぜひ手を挙げてもら

いたいですね。私もごく軽量な素材、たとえば繭から採れる生

糸、もぐさ、茶葉などを微細に粉砕して必要成分を抽出すると

いった用途に可能性を感じています。一家に一台は無理でも、

飲食店や商業施設なら採算が合うかもしれません（笑）。

─かながわ産業Navi大賞では「第５の産業革命になり得る

技術」と高評価でした。

長尾　高速３次元運動の可能性が認められたものだと理解し

ています。省エネで発熱量の少ないエコ装置であるだけでな

く、レアメタルや環境負荷の高い炭素繊維の回収などにも役

立つでしょう。開発期間は発見の連続で、世に出てからも、開

発者の思いもよらない使用例が出てきてワクワクしています。

─ところで出身地はどちらですか。

長尾　宮城県名取郡生出村（現仙台市太白区）という養蚕が盛

んな土地で、かつては製糸工場や針葉樹林を展開し、「日本３

大模範村」と称されたとか。祖父も父も中学校教師をしていま

したが、代々の農家です。生まれた直後は身体が弱くて心配さ

れましたが、自然の中で伸び伸び育ったおかげで今があります。

─最後に趣味はなんでしょうか。

長尾　登山と釣りが好きです。丹沢がホームグラウンドで、

春は山菜採りなどを楽しんでいます。百名山にもほとんど

登りました。

　実は昨年６月に家内が亡くなって以来、散歩を兼ねた墓

参のたびに「もっと大事にしてやればよかった」と毎日後悔

ばかり。家内の具合が悪くなったとき、息子の知春がそれ

までの仕事を辞め、介護の資格を取る一方、私の仕事も手

伝ってくれるなど、家族の絆を守ってくれました。

　こうして過去を振り返ると、多くの人に助けられ、守られ

たことがよくわかる。高速３次元運動の技術を通じて恩返

しができればと願っています。

＊かながわ産業Navi大賞

　県内中小企業の継続的な発展とビジネスチャンス創出

を目的として、県内中小企業で開発・考案した サービス

（新しい販売手法等）・製品・商品・技術等により、売り上

げの向上や販路拡大等、具体的な事業効果がでたものを

表彰・支援する制度。財団法人神奈川県経営者福祉振興

財団が2010年に創設。
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３次元ボールミルの実験にて

開始前

３分後

メレンゲ調理実験にて
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