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三鷹光器（株）
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はじめに

就職活動を間近に控えた学生や，将
来就職活動を行う予定の学生は，どの
ような企業に興味を持っているのだろ
うか．大企業や外資系企業，中小企業
など，
人によってさまざまだろう．
リー
マンショック以後の就職氷河期と呼ば
れた時期には，就職活動中の学生から
の注目が中小企業へ集まっていた．し
かし，最近，アベノミクスによる景気
回復傾向を背景とした大企業の新卒採
用数の拡大によって，就職活動におけ
る学生の
「大手志向」
への回帰が起こっ
ていると言われている．
しかしながら，
自動車産業や精密機械産業，航空宇宙
産業などの日本の製造業は，中小企業
が持つ技術力が支えているとも言われ
ており，ものづくり立国日本では中小
企業が欠かせない存在である．中小企
業にこそ，洗練されたものづくりの技
術が詰まっているとも言えるが，全国
に約 430 万社ある中小企業の魅力はあ
まり知られていないのが実情である．
いま一度，中小企業の魅力を再確認す
る必要があるのではないか．
そこで，今回は，中小企業庁が定め
る
「元気なものづくり中小企業 300 社」
にも選ばれている三鷹光器
（株）
（以下，
三鷹光器）へ訪問させていただいた．
三鷹光器が有する大企業に負けない技
術力やものづくりに対する情熱を，読
者である学生や技術者・研究者の皆様
へ少しでもお伝えできれば幸いである．
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三鷹光器（株）
について

2.1 企業概要
三鷹光器は，東京都三鷹市にある
1966 年に設立された光学機器メーカ
である．社屋の周辺には，ブドウ畑や
住宅地が広がっている．
ロケットや衛星に搭載される望遠鏡
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 イントオートフォーカス法を用
ポ
いた三次元測定装置

などの天体観測機器や，非接触三次元
測定装置などの測定機器，手術用顕微
鏡などの医療機器の研究開発・製造・
販売を行っている．最近では，太陽熱
蓄熱システムの研究開発も行ってい
る．また，企業や大学との共同研究も
積極的に行われている．
事業規模としては大きくないが，三
鷹光器が手がける脳神経外科手術用の
顕微鏡スタンドはアメリカ市場で約
70％のシェアを獲得している．また，
三鷹光器が開発した非接触表面性状測
定法（ポイントオートフォーカス法）
が，
2014 年 2 月に国際標準化機構（ISO）
により国際標準化されており，精密測
定分野における日本の技術的優位性の
獲得において多大な貢献をした
（図 1）
．
2.2 独創的な採用試験や社員教育
「設計図は現場にあり」，これは三鷹
光器の企業理念である．製造現場にお
いて，
「困っている」を解決すること
がアイデアの素になる．すなわち，課
題を解決するうえで養われる高い実践
力と想像力とが重要であるということ
だと考えられる．
三鷹光器では，社員に対して高い実
践力や想像力を求めており，それらの
力を判断するために風変わりな採用試
験を行っている．たとえば，電球の描
写試験である．受験者に白紙と鉛筆を
渡し，その場で電球の描写をしてもら
う．ただし，紙は何枚でも使ってよい
ということだ．このような試験を行う
と，消しゴムを使いながら何度も書き
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 用試験で受験者が作るグライ
採
ダーの模型

直したり，すぐに新しい紙を用意して
書き直したりするなど，試験中の様子
は十人十色になるのだという．この試
験により，受験者の性格や器用さ，洞
察力，ものづくりへの情熱を判定する
のだそうだ．このほかにも，グライダー
の製作や焼き魚を食べてもらう試験な
どが行われている（図 2）．
また，入社後も社員の想像力を維持
させるために，多くの社員に CAD ソ
フトウェアを使用させず，ドラフタを
使った手書きの機械製図をさせている
とのことだ．便利な機械やソフトウェ
アは，独創性を奪う要因になる，とい
う考えがあるためだという．
このような独創性と情熱を武器とす
る三鷹光器で開発されている機器のう
ち，今回は，医療機器の製造現場を見
学させていただいた．以下では，3D
カメラを用いた手術支援装置および高
倍率の手術用顕微鏡について，見学さ
せていただいた内容を紹介する．
また，
代表取締役社長の中村勝重氏にインタ
ビューもさせていただいた．その様子
も，実際に見学にうかがった学生委員
による解説や意見を交えながら紹介する．
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医療機器の製造現場

3.1 3D カメラによる手術支援装置
まず，3D カメラを用いた手術支援
装置を紹介していただいた．この装置
は，手術用顕微鏡に装着するカメラと，
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3D カメラを用いた手術支援装置

撮影された映像を見るためのディスプ
レイとで構成されている．さまざまな
医療現場で応用されているが，とりわ
け，医学部学生のための外科手術研修
の際に大活躍する．
従来，手術室で研修を行う学生たち
は，ディスプレイに表示された平面映
像を見ながら指導医からの指導を受け
ていた．しかし，平面映像では，患部
の奥行き感をつかむことが難しい．た
とえば，指導医が「ここにある血管の
下側にある神経を縫合する」と説明し
た場合，学生はその言葉の意味を理解
できても，血管と神経との位置関係を
感覚的に把握することはできない．そ
こで，この装置を用いて，手術を行う
指導医が実際に見ている患部の様子
を，立体映像としてディスプレイに投
影することにより，患部における血管
や神経などの位置関係の感覚的な理解
を促すことができ，学生への教育効果
が高まるのだという．この装置を用い
て撮影された患部（模型）の様子を見
せていただいた（図 3）
．双眼鏡の接
眼部を覗き込むと，患部の立体映像を
見ることができた．映像は鮮明で，実
際に目で見ているかのような没入感が
あり，目が疲れるという感覚はなかっ
た．この装置の中には，有機 EL のディ
スプレイが二つ入っており，そこに撮
影した映像が映し出されている．ディ
スプレイはフルハイビジョンのものを
搭載しており，従来の HD ディスプレ
イと比べ，より解像度の高い映像に
なっていた．
3D カメラに関する研究は 7，8 年前
から行われているとのことだ．NHK
がハイビジョンカメラを開発した当初
に，放送以外にも応用できないかと考
え，三鷹光器と共同でハイビジョンの
カメラを使った 3D 映像を医療の現場
で使おうと考えたのがきっかけである
という．そして，3D 映像を撮影する
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高倍率な特殊な顕微鏡

に当たっては，一つのハイビジョンカ
メラに，プリズムなどを使って右目と
左目用の光路を光学的に折り込むこと
で実現しようと考えたという．
では，なぜ一つのカメラで 3D 映像
を撮影しようと考えたのだろうか？従
来は，右目と左目の映像を独立した二
つのカメラで撮影していた．しかし，
この場合，左右のカメラの並進方向や
回転方向のわずかな位置ずれ
（ゆらぎ）
が，映像を見ている人間に頭痛や吐き
気をもたらす要因となってしまうとい
う問題があった．また，左右のカメラ
のシャッターの開き具合に差が出るた
め，映像がチカチカしたり，色が崩れ
たりすることも問題であった．そこで，
一つのカメラを使い，左右で視差のあ
る映像を光学的に折り曲げてセンサに
入れれば，これらの不具合は解消され
ると考えたという．
当初は，センサを二分割することで，
左右の映像を実現していた．フルハイ
ビジョンのセンサの比率は 16：9 であ
り，これを半分にしても 8：9 と真四
角に近い比率になる．また，覗き込む
レンズは円形であるため余分な部分は
少ない．現在はカメラの技術が進歩し
ており，センサは二つで制御回路は一
つとなっている．対物レンズを通った
二光路分の光を受ける受光センサとそ
れらを制御するドライブ基盤を一つに
することによって，センサのずれや，
センサ同士のばらつきも起こらなくし
ている．近年では 3D のモニタも普及
してきているので，簡単に手術室の人
たちが 3D 映像を見ることができるよ
うになってきている．
3.2 3D カメラによる手術支援装置
次に，高倍率の特殊な顕微鏡を紹介
していただいた（図 4）．見学したディ
スプレイには，この顕微鏡で見ている
映像が映し出されていた．図 5 には，
直径 0.25mm の管が，世界で最も細い
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縫い合わされた管

針（直径 0.03mm）と糸（直径 0.012mm）
で縫い合わされた様子が映し出されて
いる．肉眼で見ると，1 本の糸が置い
てあるようにしか見えなかった．通常
の手術用顕微鏡の倍率は約 20 倍が限
度であるが，この顕微鏡では最大 77
倍まで拡大することが可能である．
これほど高い倍率を有する顕微鏡
は，リンパ管の接合などに利用されて
いるということだ．リンパ管は体の水
分を循環させている管であり，血管と
同じくらいの量が体に張り巡らされて
いる．リンパ管には心臓のようにポン
プの機能がついていないため，筋肉の
収縮でリンパ液を体中に巡らせてい
る．朝から動いていないと脚がむくむ
のは，体中の水分が脚に溜まってしま
い，膨れ上がった状態になってしまう
からである．もしも癌などでリンパ節
を切除した場合，リンパ液の流れはそ
こで止まってしまう．そうなると，脚
や腕にリンパ液が溜まってしまい，ズ
ボンをはけないほどに膨れ上がってし
まう．これを治すには，切れたリンパ
管を別のリンパ管または静脈につなげ
る必要がある．しかし，リンパ液は透
明であるため血管のようにはっきりと
見ることができない．そのため，高倍
率の顕微鏡で注意深く観察しながら縫
う必要がある．従来の顕微鏡で倍率を
上げる場合には，クローズアップレン
ズを入れたり，接眼レンズの焦点距離
を短くしたりする必要がある．
しかし，
これらの方法で倍率を上げると解像力
が低下してしまう．そこで，顕微鏡の
構造や光学系を一から設計し直すこと
で，高倍率にしても解像力の落ちない
顕微鏡を開発したという．
これまでは，これほどの倍率を持つ
顕微鏡を作ることは不可能だとされて
いた．しかし，これを実現したことに
より，日本ではリンパ管まで縫うこと
ができている，と世界から絶賛されて
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 殊カメラについて解説して
特
くださる中村社長

いるのだという．2014 年 1 月にハワ
イで行われた医療機器の展示会では，
海外の医師が三鷹光器のブースに集ま
り，その場で顕微鏡の練習を始めるほ
どであったという．従来，日本は顕微
鏡を用いた手術技術は，欧米に比べて
遅れていると言われてきたが，この顕
微鏡の登場により逆転を果たしたという．
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社長へのインタビュー

会議室の奥に展示された金属特有の
光沢を見せるカメラについて，三鷹光
器社長の中村勝重氏からお話を伺うこ
とができた（図 6）
．40 年前の出来事
をつい昨日のように臨場感を持って話
される姿が印象的であった．
このカメラはスペースシャトルコロ
ンビア号に搭載され，宇宙に行った 2
台のカメラのうちの 1 台で，宇宙科学
研究所の大林辰蔵先生から，
「進めて
いる国家プロジェクトがうまくいかな
い」という相談を受けたことがこのカ
メラを作るきっかけとなったという．
1970 年代，
SEPAC
（Spaceshuttle Experiment
of Particle Accelerators）というプロジェ
クトが日本とアメリカとの共同で進め
られていた．SEPAC は，スペースシャ
トルに搭載されたスペースラブで電子
ビームやプラズマビームによって人工
オーロラを作って観測するという実験
を行う計画で，日本は実験装置や観測
装置の制作を担当していた．
当時，成長を続ける日本の大手家電
メーカは，宇宙用機械の制作を技術力
アピールの絶好の機会と捉え，人工
オーロラを撮影するためのビデオカメ

889
ラの開発に取りかかった．カメラは広
い宇宙空間でどこに発生するかわから
ないオーロラを写すため，ある程度の
可動・回転が求められ，当然機構とし
て軸受が必要となる．
ここで，問題となるのは宇宙空間と
いう地上とは全く異なる特殊な環境で
ある．宇宙環境の特徴で真っ先に思い
浮かぶのは，重力がない・空気がない
といったことだが，機械にとっては宇
宙の過酷な熱環境が問題となる．宇宙
では周りは真空であり，断熱性に優れ
る魔法瓶に包まれている状態と同じ
で，太陽光に当たると 100℃以上，一
方地球の影に入るとマイナス 50℃に
まで低下する．このような温度差の激
しい環境で，カメラの軸受をすべて同
じ材料で作っても，外側のフランジと
内側の軸は熱膨張の程度が異なり，う
まく動作できなくなってしまう．
この問題を解決するために，大手
メーカは軸受にヒータを取り付けるこ
とで二つの部品を同じ温度に保ち，可
動性を維持しようとした．しかし，こ
こでまた問題が発生する．それは，ヒー
タを作動させるための電力を確保でき
なかったのだ．宇宙空間に漂うスペー
スシャトルでは電力もまた貴重な資源
であり，カメラのためにヒーターを常
時作動させる電力を供給する余裕はな
かった．
NASA が行ったコロンビア号に搭載
するカメラの入札会場では，カメラの
設計構想の説明を 5 分程度するように
と言われていた．居合わせた日本の大
手家電メーカの担当者たちと中村氏が
順番に説明したそうだ．
中村氏が考えた軸問題の解決策はと
ても簡単で，軸の形状をテーパ，つま
り，すり鉢型にしたのである．こうす
ることで，たとえ極寒の地球の裏側で
軸受が縮んでしまっても，軸が軸方向
に移動することで滑らかな回転を維持
することができる．そして，これは特
別な外部からの制御を必要とせず，機
構によって実現されるということが最
大の特徴である．
製作されたカメラは，最終的にス
ペースシャトルに載せられて宇宙に行
くことになった．有人の乗り物である
スペースシャトルを運用する NASA
にとって，搭載物の安全性も非常に重
要な要求性能の一つである．搭載物の
不良によって乗員たちの命が脅かされ
るようなことがあってはならない．
─39─

入札に参加した企業のうち，NASA
に認めさせることができたのは三鷹光
器だけであった．カメラの筐体内は窒
素を充填して密閉されるが，万が一内
部の機器がショートなどによって発
火，燃焼してしまった場合，中の気体
は膨張してしまう．そのような事態を
想定して，筐体の肉厚を意図的に一部
薄くすることで，中の気体が膨張して
も局所的な破壊に抑えるように設計し
た．どのような破壊形態が考えられる
か，またそれに対してどのように設計
を考慮したかを説明できたことが
NASA を納得させることに繋がった．
これらの設計とそのアイデアは，大
林先生から相談を受けて話を聞いてい
るその瞬間に思いついたそうだ．求め
られているスペックに対してどのよう
に満足させるか，そのアイデアを生み
だす力こそが，大手企業と対等に渡り
合える武器であるという．
技術者の勘ともいえる
「どう作るか」
を大切にする考えは，社内の至るとこ
ろで目にすることができた．

5

おわりに

今回の訪問記では，光学機器メーカ
である三鷹光器の医療機器製造現場を
見学させていただいた．取材を通して，
ものづくりに対する社員の皆様の情熱
を感じた．卓越した技術力や想像力が
あるからこそ，中小企業である三鷹光
器が国際的に活躍できているのだと考
えられる．また，大手メーカには真似
できない小回りが利く経営や，どんな
立場の社員の意見でも聞き入れて業務
改善をしていこうとする寛容な社風が
あるからこそ，独創的で画期的な研究
開発を継続して行うことができている
のだと感じた．
最後になりましたが，私たちの取材
に対し，丁重に対応してくださった中
村社長を始めとする三鷹光器の皆様に
この場をお借りして心より御礼申し上
げます．
（メカライフ学生編修委員 酒井康徳，
栗原秀輔，田中彰己）

