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［概要］  

オプトメカトロニクス技術は、機械工学（メカニクス）に電子工学（エレクトロニクス）

と光学（オプティクス）を融合した技術、あるいはそれらの境界領域の技術と考えること

ができる。これらの融合によると、機械工学単独の技術に比べて、機械製品、特に精密機

械製品の高性能化、加工技術の精度の向上、多品種少量生産化、生産の効率化とコストダ

ウンなど、技術の高度化が可能になると期待される。このような先端的なハイテク技術は、

近年のアジア諸国における安い労働力と技術の進歩がもたらす低コスト製品の、わが国製

品に対する追い上げに対抗できる有力な手段と考えられている。  

昨年度は、オプトメカトロニクス技術の中核をなす精密加工技術と計測技術について、

それらの要素技術のロードマップを作成した。本年度はそれに対して、オプトメカトロニ

クスのシステム技術のロードマップを作成した。前者が個別技術のロードマップであるの

に対して、後者はいわば総合技術のロードマップである。昨年度および本年度のロードマ

ップによってオプトメカトロニクス技術のロードマップはひとまず完結となる。  

本年度報告書の構成として技術内容は大きく 3 つに分けられる。  

○  第Ⅱ章  計測加工システムロードマップ  

○  第Ⅲ章  加工装置システムロードマップ  

○  第Ⅳ章  計測装置システムロードマップ  

第Ⅱ章  計測加工システム WG（以下 WG1）におけるロードマップの作成では、前年度

のオプトメカトロニクス加工技術とオプトメカトロニクス計測技術のロードマップ作成に

引き続き、本年度は、これらの技術を包含して高度化したオプトメカトロニクスシステム

のロードマップを作成することになった。WG1 では、両技術が一体化されたシステムとオ
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プトメカトロニクス関連材料やこれらのシステムの応用面に関するロードマップを扱って

きた。ただし、対象が多岐にわたるので、WG 等で討議して代表的なものに絞っている。

それぞれについて簡単に触れると以下の通りである。  

 インプロセス計測加工システムでは、加工計測の基本概念をもとに将来のユビキタスセ

ンサ社会の到来に向けて加工技術を支える計測ロボット、オンマシン／インプロセス計測、

インユース計測に関する将来予測を行った。特に、「インユース計測」は、新提案の技術用

語であり、加工との一体化から一歩進んだ計測の究極の姿として、加工を終えた部品・装

置の実際の使用の段階で加工誤差などに対して行う補正制御を支える計測を指している。  

 OA 機器部品に関わる計測加工システムでは、様々な機器部品について整理し、機械加

工、レーザ加工、リソグラフィ技術応用の計測加工システムのロードマップを示した。こ

こでは部品加工・生産の現状に即し、「計測結果を加工に反映させるしくみ」を計測加工シ

ステムと捉え、OA 機器部品類の加工・生産の将来予測を扱った。  

 測定データを用いた修正加工に関する計測・加工システムでは、研磨加工を対象に加工

品質向上のための加工原理として機械的作用を最小限にとどめるといった方向づけを行っ

ており、加工精度の電算機援用システムの展開、高品質加工面の微小凹凸の周波数分析評

価を含めて将来予測を行った。  

半導体露光位置決めシステムでは、半導体デバイス技術ロードマップに対し、位置決め

システムに特化して将来予測を行っており、将来半導体露光装置に向けたアライメント方

式・原理やステージ精度などを示した。  

光学材料では、環境保全を考慮した光学ガラス素材、研磨加工からモールド法に展開す

る光学部品加工法、今後の光通信とそれに用いるガラス部品の形態、リソグラフィ技術の

進展とそれに用いるガラス類、さらに将来に向けた微細構造のフォトニックス結晶やナノ

ガラス等を取り上げた。  

赤外線用光学基板の将来動向では、赤外線応用の現状について述べ、ロードマップに赤

外用材料の有害物質の低減を考慮に入れた新素材の開発、非冷却の赤外線部品、量産化の

ための加工としての赤外用部品材料の切削やモールド加工を挙げた。  

バイオメトリクス認証システムでは、個人の識別や認証を行うシステムとして、指紋認

証、静脈認証、掌形認証、顔認証、虹彩認証、網膜認証、DNA 認証、音声認証、署名認証

などの現状と将来動向をもとにこれらに必要なセンサー・システムのロードマップを示し

た。  

いずれも計測加工システムとして注目されるものであり、現時点から 15 年、20 年先の

技術展開を予測したものである。  
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引き続き、再び加工計測技術・システムに関わる現在の問題などについて述べてみたい。

オプトメカトロニクス部品・装置に限らず多くの部品等の製造現場では、様々な加工・計

測システムの設置を必要としている。ところが技術の世界においても、いざそれらを購入

する段になると「加工機器は製品を直接つくるものであるからお金を十分にかけることを

許すが直接的でない計測機器にはあまりお金をかけたくない」という片寄った考えを持ち、

また、行動をとる人が少なくないことが指摘される。このような考えは精密あるいは超精

密な部品・装置の加工・生産技術を追求し、発展させていくうえで大きな障害になる。計

測機器は、高精度に対応できるものになると加工機器より確かに高価になる。特に最先端

のオプトメカトロニクス部品・装置のために用いるものになるとその傾向は顕著である。

計測機器の購入・準備を手控え、ときには安価で低性能のもので済ませ、また、購入して

も測定機器をだいじに仕舞い込んで加工現場で活用できないなど、これらは加工現場に直

結していて技術の高度化に積極的な技術者や研究者の士気高揚を削ぐことになりかねない。

高度の計測機器を準備すれば自社内で加工・生産技術レベルが初めて評価・判断でき、さ

らに上のレベルを目指すことができる。また、目標を達成することによって高級技術者と

高度な加工・生産技術を保有する企業として外部から明確な認識が得られることになる。

光学部品などの加工のなかには、いまだに特殊技能として企業現場に温存されたままで消

滅の運命にあると危惧を抱く部分もある。これらの技能の技術化を進めて次の世代に順次

引き継いで将来に役立てていくためには、ひとつには技能の勘どころを数値化し、理に叶

った技術にすることも我々技術者に課せられていると思う。  

部品・装置の生産現場では、より高精度の加工を行う場合でも加工条件に経済性や合理

性が求められる。加工途次の計測において、無駄時間の短縮、工作物などのセッティング・

チャッキング誤差や技術者の個人差の影響などの排除のために加工と計測のシステムの一

体化が重要である。これらの一体化には様々なレベルの差があり、互いに個別設置・個別

管理の状態や両者の近接設置・同時管理の状態はともかく、オンマシン計測からインプロ

セス計測へと高度化が進められる。なかには具体的部品のために専用加工機器と専用計測

機器がセットで構成されるシステムも準備されている。  

技術用語として一般化したオンマシン計測は、上記の特徴を活かして加工途次に速やか

に計測を行い、高精度加工における合理性を狙ったものである。最近では「オン計測装置

加工（On measuring instrument machining）」とも言える提案もあり、三次元測定機の

テーブル上でロボットアームや研磨ヘッドを用いて非球面研磨加工を行う計測加工システ

ムが検討されている。こうなると計測装置を主体にした形状修正加工システムと言える。  

インユース計測については、加工・生産で得られる精度や品質には限界があり、それに
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原因する部品機能・性能不足を補う制御のための計測であって、すばる望遠鏡の主鏡シス

テムの現状から容易に理解できた。これに対して、既に加工を終えたものを使用しながら

機能・性能を修正加工していくことがあれば付加的に「インユース計測・加工」もあり得

る。オプトメカトロニクス分野に限ることなくこれに近いものをあえて挙げてみると、新

製品で摺動部のあたりをとるための使用中のバニッシングなどがある。また、船舶など運

航中のトラブルにおける修理・加工など非常時の対応、使い古したものの使用中改善・修

理・加工などが該当するかも知れない。超精密なオプトメカトロニクス部品・装置のイン

ユース計測はあっても使用中加工がはたして行われるだろうか疑問が残る。  

現在は、大量生産、大量消費の時代が続いている。しかし、将来的には地球規模で環境

保全、省エネルギー、省資源を考えていかねばならないことになることは誰もが認めると

ころである。必要なものだけをつくり、それを大切に利用していくといった方向付けが一

般化してくると思う。何を何のためにどれだけつくるべきか。生産技術としては、それを

どのようにしてつくるべきか。これらの判断基準は、世代、民族、宗教、文化、生活水準、

気候風土などによって異なる。我々は、現在の尺度でみて先端性があって経済性が優れる

ものを追求し、その成果として得られた計測加工システムなどを用いてものをつくること

を「よし」としているが、将来に禍根を残すものがあってはならない。今回のオプトメカ

トロニクスシステムのロードマップの先には、全産業が互いの領域を越えて人類の長期繁

栄を目指す将来について考えていく仕事がある。  

第Ⅲ章  加工装置システムWG（以下WG2）におけるロードマップの作成では、昨年度の

ロードマップ作成と同様であるが、加工技術に関するロードマップを作成しようとすると

我が国における「ものづくり」の将来を想像しなければならない。大きな流れは“ものづ

くりの空洞化”と呼んでいる現象であるが、最近は一時の恐怖感や喧騒感は薄れ、いわゆ

るグローバル化を如何に考えるかという冷静な議論が行われるようになってきたように感

じる。グローバル化といっても特にアジアに特化して、いわゆるアジアの4極、すなわち

日本、中国、NIES、ASEANのそれぞれがどのような関係になりその中で日本がいかに役

割を果たすのか、が考えられるようになってきた。中小企業金融公庫調査部によるレポー

ト「電気・電子機器産業におけるアジア各国間の分業構造の変化と日系中小企業の対応 －

日系大企業の国際的調達・生産戦略への対応－」にも、自由貿易協定（FTA）の締結交渉

の動き、為替相場の動向など変動しうる要因には注目しつつ、全体としては4極の関係、

およびNIESあるいはASEAN域内の関係がいかに推移していくであろうか、またその中で

日系企業がどのように対応していっているかについて報告されている。  

言われるようになって久しいことではあるが、いずれにせよ日本は第2次世界大戦後の
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50有余年間に蓄積してきた技術優位を生かして、ハイエンドなものづくりで生きていかざ

るを得ない。先述のレポートにもあるように、最近はタイ、マレーシアなどにおいても中

国との差別化のためにハイテク志向になってきている。その点からも、日本はますます狭

いトップの分野で頑張っていくしかないと言える。  

ところで、若干旧聞に属するが、橋本も指摘しているように日本の技術優位性の内のあ

る部分はいわゆる現場技能者の技量、橋本の言うところの「町工場の底力」に依存してき

た。技術レベルを維持する、すなわち優位技術の流出を防ぐためには、蓄積された現場ノ

ウハウを外に出さない工夫も必要である。いわゆる金型産業の図面問題はかなり改善して

きたようにも聞くが、技術流出を阻止する一つの方策が加工システムの構築ないしは技術

のブラックボックス化である。技術や技能を加工システムの内部に取り込んで外からは分

かりにくくすることで、機械が外に流れても技術は温存されることになる。  

今回のロードマップでは加工システムそのものを対象に取り上げているが、上記のよう

な観点からも興味深いものである。WG2で取り上げている各テーマについて以下概観する。 

 次世代光学部品加工計測統合化システムでは、非常にハイエンドの光学部品を製造する

技術についてとりあげている。超精密加工を実現するためには、加工機械の運動機構、工

具の成形、などをいずれも極限の精度まで追求しなければならないことを述べている。ま

た、高精度を実現するには加工と計測を同じ場所で連続して行わなければならないことな

どが述べられ、実際のシステムを提案している。内容的には、計測加工システムロードマ

ップの章に入れても良い内容であったが、アプローチが超精密加工技術の実現に主眼がお

かれていたために、あえて本章に配した。いずれにせよ、何度も言われていることである

が、究極の加工を実現するには究極の計測が必要である。  

 超精密工作機械システムでは、前節と同じような目標に対して別の観点から議論をして

おり興味深い。特にガラスモールド技術について詳しく紹介している。最近ガラス素材メ

ーカが低融点のガラスを開発しているが、あえてその方向ではなく、高温に対応可能な機

械はすでに開発されているので、高温に耐えうる型材料やコーティング材料の開発がガラ

スモールド技術の更なる発展に必要であるという論調に注目される。  

 レーザ加工装置システムでは、オプトメカトロニクス技術のロードマップを作るにあた

り加工関連の装置システムを対象にするならレーザ加工は外せない、という意見に従って

特に依頼して委員になっていただいた。オプトメカトロニクスの観点で言えば、レーザ加

工技術そのものの動向もさることながら、レーザ加工装置システムに必要とされるオプト

メカトロニクス部品の動向について示唆を得られることが期待される。本報告書では、フ

ァイバの件を除くと部品に関する記述はあまりないが、読者がそれぞれの立場から著者の
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考えをもとに将来を推測していただければよろしいかと思う。本文では最近ホットである

半導体励起固体レーザと高出力半導体レーザについて詳しく書かれている。両者とも高出

力かすなわち高機能化が非常に進むことが予想されており、現存する CO2 レーザや YAG

レーザはその使命を終えるのではないかと思われるほどである。いずれにせよ、レーザ加

工システムの信頼性や使い勝手を支配するのはそのオプトメカトロニクス部品であり、今

後もその動向に注目している必要がある。  

 ガラス研磨レンズ製造システムでは、本文の最初の部分に書いたように、技術秘匿のた

めのシステム化についても触れている。大変興味深い話である。レンズ製造ラインにおけ

るレンズ中心厚さの定寸管理などの現場ノウハウをシステム内に取り込み、外部からブラ

ックボックス化することで技術の囲い込みを図るものである。今後の日本のものづくりの

発展に大いに参考になる事例であると言える。  

 なお、上記とは別の観点になるが、“レーザ加工装置システム”および“ガラス研磨レン

ズ製造システム”の中でドイツの会社の紹介が数多くあった印象がある。依然としてヨー

ロッパの技術の雄であり、今後もわれわれのライバルであることを改めて認識させられた。 

第Ⅳ章  計測装置システム WG（以下 WG3）におけるロードマップの作成では、昨年度

の計測技術に続いて、今年度は計測装置に関しての調査研究を行いロードマップ作成に当

たった。計測技術や計測装置が重要な理由は、度々指摘されるように、加工技術と計測技

術が不即不離の関係にあるためである。この関係を示す具体的な例として、精度という観

点から加工と計測との関連性を示す証左はいくつもあるが、沢辺による精度変遷の図 1 は

よく知られている。この図は少しずつ改訂されているが、その 2003 年における最新版に

よれば、加工技術は現時点においてナノメートルのオーダーに至りつつあり、一方では長

さの標準や計測の精度は 0.01 ナノメートルに至っていることが読み取れる。  

このように加工と計測とは表裏一体の関係にあるとともに、こうした精度を次々と達成

していくためには加工と計測における原理技術と要素技術に基づいた実際的な装置やシス

テムの実現が大切な役割を果たしていることは言をまたない。とくに今後の先端的な製品

としては「計測しないと加工ができないケース」が増加することが予想されており、しか

も単なる計測の高精度化や装置の小型化とともに、常に安定した計測結果を得るためには

計測条件の影響を受けにくい高いロバスト性を有する計測装置の開発が要求されている。  

WG3 においては具体的に調査研究すべき項目としては、まず二次元および三次元形状計

測装置を採りあげた。とくに三次元形状計測にあっては非接触方式を中心課題とした。そ

こではいわゆる三次元形状測定機にあって一つの潮流となっている画像計測方式について

まとめるとともに、さらにミクロな立場から表面形状を捉えることができる AFM プロー
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ブを持つ三次元計測機を対象とした。またより微細な表面形状である粗さを計測する立場

からの将来予測も試みたが、ここで記されている 10pm の測定が期待されるというロード

マップは衝撃的でさえあった。さらには高精度な計測の典型として半導体産業におけるリ

ソグラフィ技術を対象とするロードマップの作成を試みた。また装置の小型化の例として

MEMS などに代表される集積型計測装置に関して現状を調査し将来動向もチェックした。

さらには実際的な計測の応用分野として、今後重要性を増すと考えられる医用あるいはバ

イオ関連分野についても洞察を行った。  

 

 

このように今後計測装置が進むであろう方向についてロードマップを作成したが、ここ

には盛り込みにくい事項に関しても意見の交換を行うことができた。例えば今年度の委員

図 1 加工精度と計測精度の変遷（沢辺による） 
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会における議論ではハードとソフトの組み合わせにより構成される計測システムも、実際

に使用する段階でいかに適切に利用するかが重要であるとの考え方が述べられた。そのた

めに、今後は計測における「インプロセス計測」とともに「インユース計測」を意識すべ

きではないかという意見である。これに関連しては、計測システムは「ハードウエア、ソ

フトウエア、ユースウエア」から成り立つという考え方も披露され、いずれもが計測装置

をいかに適切に使用するかが重要であるという指摘となっている。これに関しては、また

海外からの類似の考えとして、計測装置の性能も結局は使用する人間の能力に左右される

という立場から「ハードウエア、ソフトウエアとともにライブウエアが大切である」とい

う意見もあるという。  

 以上述べたような項目に関して、十分な経験と広い知識を有する委員がそれぞれの分野

について各自の立場からロードマップを描いた。技術や産業に関する視点が異なるために、

とくに遠い将来の技術予測に関しては細かい点においてやや異なる見解が見られるものの、

この相違は委員会としては納得しうる範囲にあるといえよう。むしろ 10 年あるいは 20 年

を経て、実際の結果がどのようになるかが待ち望まれるといえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


