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2012 年版レーザ市場予測

大不況の余震に
動揺するレーザ市場
ゲイル・オーバートン

世界の経済を混乱させた 2008 ／ 2009 年の金融危機は収束したが、

トム・ハウスケン

いまだに余震が続いている。欧州の債務危機と中国に起こりえる減速は、

デイビッド・Ａ・ベルフォルテ

レーザ企業に対して 2010 ／ 2011 年の比較的平穏で利益のあった状態

コナード・ホルトン

を中断させる。
生産性を改善しようとしている。銀行

い。しかし、われわれは 2012 年に対

2009 年の世界経済の大不況を生き延

や住宅産業とは違って、産業経済の分

して、大不況の余震がより長期にわた

び、損失のほとんどを 2010 年の終わり

野にはたくさんの資金があり、Ｍ＆Ａ

って継続し、そこでは悪いニュースと

までに回復した。すべての指標は 2010

ばかりでなく、既存の設備の高度化に

個人向けエレクトロニクス製品販売の

年から 2011 年初頭までのレーザ企業

も投資しようとしている。彼らは資金

継続的な増加とが釣り合い、製造コス

がすべての予想より好調に推移したこ

を銀行に預けたままで得られる利息で

ト低減と自動化の必要性も増大し、マ

とを示している。しかし、2011 年の第

満足することはない」と語っている。

シンビジョンやレーザ加工装置が歓迎

4 四半期になると、発注の減少が始ま

さらに、ダグラス氏は「自動車のよう

されると予想している。Laser Focus

った顧客も発生し、世界の株式市場は

な市場はレーザへの大規模な投資を継

World 誌は 2012 年のレーザ販売が 1.2%

欧州のソブリン債務危機と中国に起こ

続し、同様の投資は新しい応用のある

の小幅な成長になり、75 億 7000 万ド

りえる減速をはじめとして、良いニュ

通信市場でも起こるだろう。一方で、

ルに達すると予測している。

ースと悪いニュースの繰り返しに激し

石油と天然ガス、農業、建設機械、医

く動揺している。これは大事件の余震

療機器、食品と飲料などの市場はフォ

なのだろうか？ それとも到来するもう

トニクス技術に対する支出を続ける」

1 つの不況の予震なのだろうか？

と付け加えた。

レーザ市場は「大事件」
、つまり2008、

デジャヴ？
Laser Focus World Japan 誌が 2009
年 3 月号に掲載したわれわれのレーザ

米ロングボウ・リサーチ社
（ Longbow

世界の 2011 年のレーザ販売は 74 億

市場予測は、「強い不安の時代を迎え

Research ）の上級産業技術株式アナリ

6000 万ドルに達し、2010 年に比べて14

るフォトニクス産業」という適切な表

ストを務めるマーク・ダグラス氏
（ Mark

％の成長を示した。これはわれわれが

題であった。2008年の終わりになると、

Douglass ）
は、
「欧州の景気後退と中国

昨年予測した 11% の成長より 3% も高

世界の株式市場はその後に起こるであ

の顕著な減速の懸念は確かな根拠にも
とづいているが、景気後退の厳しさは
地域によって異なり、米国のように前
向きな発展を継続している地域もある。
具体的に言うと、企業は国内産業の市
場において、レーザやフォトニクスな

ろう大不況に先駆けて 30% も転落し、
このLaser Focus World 2012年版
市場予測は、米ペンウェル社
（PennWell ）傘下のストラテジーズ・アンリ
ミテッド（ Strategies Unlimited ）
との共同調査に基づくものであり、

2009 年のレーザ販売は前例のない 23%
の減少を記録した。幸いなことに、2010
年の株式市場とレーザ販売は非常にう
まく回復し、2010 年のレーザ発明 50
周年を祝うことができた。レーザ市場

どの特殊な技術にもとづく自動化機器

Industrial Laser Solutions 誌の情

は継続的な成長を続けて 2011 年に入

への投資を継続し、雇用を抑えながら

報も引用している。

ったが、欧州債務危機は最重要問題と
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なり、2011 年第 4 四半期と 2012 年第 1

ン氏は、
「われわれがあまりにも大きく

対策をすぐに忘れることができる」と

四半期には不況の前段であった2008 年

て潰せない銀行からなる世界規模の銀

語っている。

第 3 四半期と多少の類似性がある。

行システムを持っている。そのシステ

融資の難しさばかりでなく、われわれ

経済学者の多くは、今回の大規模な

ムが経済と国民に大きな損害をもたら

はレーザ市場と消費者支出および GDP

財政不況が米国の住宅不況から起こり、

すとしたら、そのことの解決は大きな

動向とが強く連関していることを痛い

クレジット・デフォルト・スワップ
（ CDS）

課題として残されている」と警告した。

ほど学んだ。したがって、最新の GDP

およびその他のハイリスク・デリバティ

フォトニクス産業の多くは、金融市

統計は何をわれわれに語っているだろ

ブにより増幅されたということで考え

場に危険が残り、新製品開発に対する

うか？ 欧州ではユーロスタット（ Euro

が一致している。これらの全体規模は

融資は難しいと警戒している。米マーケ

stat, epp.eurostat.ec.europa.eu）
がユー

世界の国内総生産（ GDP ）の 10 倍もあ

ットテック社（ MarketTech ）の CEO を

ロ地域（16カ国）
のGDPを報告し、2010

るという推定がある。

務めるフィリップ・クロウリー氏（ Philip

年は 1.8% の比較的安定な成長率を維

しかし、これらの認識にもかかわら

Crowley ）は、「 NINJA ローン、つまり

持し、2011 年と 2012 年はそれぞれ 1.6

ず、金融機関は何を学習したのだろう

No Income, No Job, no Assets の頭文

％と1.8% の成長率になると予測してい

か？ 2011 年 10 月19日に開催された米

字で略称された融資の日々は過ぎ去っ

る。これらの成長率は 2009 年がマイ

国ボストン連邦準備銀行の第 56 回経

た。銀行は融資しようとしないが、そ

ナス成長（−4.2％）
になったことを考え

済会議において、同銀行の頭取とCEO

れは彼らが手元資金を増やせと言われ

れば驚くべき改善になる。また、2011

を務めるエリック・S・ローゼングレン氏

ているからだ。融資する会社の規模が

年 8 月の新規受注は前月に比べると 0.7

（ Eric S. Rosengren ）
は、
「現在、多数

小さいほど、銀行の融資リスクは大き

% の増加となり、2010 年 8 月に比べる

の国の CDS レートが過去の標準レート

くなる。これは 1990 年代中頃と似て

と全体（変動の激しい船舶、鉄道、航空

に比べて非常に高く、ソルベンデフォ

いるが、あのときは売上高が 1000 万

宇宙関連機器の受注を除く）で 5.0％の

ルトに対する保証コストが大きく上昇

ドル以下の会社は小企業として扱われ

したことを示している」と語っている。

た。しかし、クロウリー氏はすべての

要するに、ローゼングレン氏は多数の

融資元が厳しいとは認めず、「あなた

国立銀行の資産規模がその国の GDP

に生き残れる技術と説得できる計画が

に対して恐ろしいほど大きい比率にあ

あれば、そのことに賭ける民間資本は

ると述べている。財政の規律化は世界

あちこちにたくさんある。つまり、あ

中で志向されているが、ローゼングレ

なたはあなたの会社の株式売却などの

詳細情報の入手法
レーザ市場のより詳細な情報はストラテジーズ・アンリミテッド社の
最近の報告書「レーザの世界市場 2012 年版」
（ www.strategies-u.
com ）
から入手できる。この報告書は 2015 年までの販売数量、平均
単価および分野別の売上高が含まれ、市場シェアの予測とレーザ分野別
の動向分析も記載されている。これはレーザ市場を総合的に調査した
唯一の報告書であり、ファイバレーザと産業用レーザを含めた記事 10
回目の刊行になる。特集は中赤外レーザと超高速レーザを取上げている。
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増加になった。このことは 2012 年に

年 11 月の購買担当者景況指数（ PMI ）

長率は 2011 年第 1 四半期から第 3 四半

入ったレーザ材料加工市場の好ましい

は 50.8％になり、27 カ月連続して 50%

期が年率 9.4% であったと発表した。

動向を予告している。

を超えたが（その原因は米ドル価値の下

トレーディング・エコノミクス社のデ

大西洋を越えると、米国経済分析局

落にあるだろう）
、JP モルガン銀行の全

ータによると、中国の GDP 成長率は依

（ BEA, www.bea.gov ）
は米国のGDP が

世界 PMI は世界の生産高が 3カ月続い

然としてほぼすべての国を凌駕している

2009 年第 3 四半期以降はプラス成長へ

て停滞したことを示す 50.0% の横這い

が、大不況後の約 10% への回復に比べ

と回復し、2010 年以降は四半 期で約

であった。

ると、着実に低下している。第 3四半期

3.8％の増加になったと報告している。

ユーロスタットが報告した欧州の

だけを考えると、インド（約 1 兆 7000 億

しかし、そ れ 以 降 の 変 動 は 激 し い。

2011 月10 月の失業率は米国よりも高い

ドルの GDP ）
とブラジル
（ 2 兆 1000 億ド

2011 年第 1 四半期はマイナス成長に近

10.3% であった。また、米トレーディン

ルに近い GDP ）の 2011 年の GDP 成長

づき、2011 年第 3 四半期の予測された

グ・エコノミクス社（ Trading Econom

率は、それぞれ大不況前の約10%と6%

2.5% の成長への回復は遅れ、2011 年

ics ）は日本の失業率が 2011 年初めの

に追随する約 8% と 4% を維持すると予

11 月になると、2011 年の GDP 成長率

約 5% から 4.1% へ低下したと発表した

測されるが、世界全体の 2011 年以降の

は 2011 年 1 月 の 3.4 〜 3.9% の 楽 観 的

が、日本の 2011 年四半期ごとの成長

GDP 動向は横這いまたは減少になる。

な成長率から 1.6 〜 1.7% への下方修正

率は−0.5% から−1.0％に近いマイナス

になった。米国連邦準備銀行は 2012

状態にあり、その大部分は 2011 年 3 月

年と 2013 年の GDP 成長率をそれまで

の実に悲惨な大地震と津波の発生の影

の予測からそれぞれ約 1% 減らして 2.5

響を受けている。

メイド・イン・チャイナ
米サザンクロス・ベンチャーパートナ
ーズ社（ Southern Cross Venture Part

〜 2.9 ％ と 3.0 〜 3.5% にしたが、 その

新興国の GDP と雇用状態はそれほど

ners）
の代表取締役とLaser Focus World

理由は全体の労働市場が弱く、失業率

悪くないが、レーザメーカーは神経質

誌の Larry ’ s VC View Blog の筆者を

が高いことにあると述べている。

な状態にある。中国統計局は中国の

務めるラリー・マーシャル氏（ Larry

2011 年の GDP（約 5 兆 9000 億ドルで、

Marshall ）は、「 2011 年から先の経済

復は続き、連邦準備銀行が予測する

日本の約 5 兆 5000 億ドルを超え、米

予測は中国を注視することだ。中国は

2013 年までの失業率は 7.8 〜 8.2%と高

国の約 14 兆 6000 億ドルと欧州の GDP

過剰に消費し、過剰に投資してきた。

い値になっている。また、米国の 2011

合計の約 12 兆 5000 億ドルに続く）成

いくつかの工場は閉鎖され、労働者は

このように、米国の雇用なき景気回

より高い賃金を要求している。そのす
べてが米国の二番底不況の可能性を高

数値の情報源

めている」と語っている。

レーザ出荷の推定と予測はストラテ
ジ ー ズ・ ア ン リ ミ テ ッ ド 社（ www.
strategies-u.com ）による需要と供給

ムの顧客の購買動向に重点を置いた。
供給側の分析では、需要側の動向に対
応するレーザ供給メーカーの動向に重点

の両面からの分析にもとづいている。
ストラテジーズ・アンリミテッド社は 30
年以上にわたり、レーザと高輝度 LED
の専門家を動員して、フォトニクス製
品の市場調査を実施してきた。
市場分析には Laser Focus World
誌 と Industrial Laser Solution 誌 が
年間を通して実施したインタビューに
よる情報および企業の財務報告書とニ
ュースを使用した。需要側の分析では、
2011年と近年のレーザシステムの販
売に関係する動向およびレーザシステ

を置いた。四半期ごとの動向と長期の
動向の両方を検討し、それらの結果と
比較と調整を行って、明らかな誤差を
修正した。
Laser Focus World 誌の定量的市
場調査はレーザ産業の唯一の総合的な
市場調査である。詳細な情報は 2012
年1月 23 日にサンフランシスコで開催
された Photonics West 併催の Laser
& Photonics Marketplace Semi
nar（ www.marketladeseminar.com ）
において報告された。

このような意見はマーシャル氏だけ
ではない。ロイター通信社の寄稿編集
員を務めるクリス・テイラー氏（ Chris
Taylor ）」は Yahoo! Finance の記事の
なかで、
「あなたがこれからの年月、金
融資産のポートフォリオを膨らませる
方法を真剣に知りたいのなら、欧州を
忘れることだ」と述べている。テイラ
ー氏は中国の株式市場は 2 年近くも低
迷し、2 桁の成長後の GDP は 9% 台と
低めの成長率になり、政府の外貨保有
量の増加は減速状態にあると指摘して
いる。テイラー氏は「弱気な観察者は
過大な融資と過剰な住宅建設の 2 つの
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ポンプ用 4%

画像記録 1%

べたように、「現在の地球には人口以

計測機器とセンサ 4%

上の数の接続されたデバイスがある」
。

科学研究と軍用 5%
医療と美容 7%

2012 年は半導体レーザの発明 50 周
通信
31%

年になる。米アルファライト社（ Alfa
light）の営業担当副社長を務めるロン・
ベクトルド氏（ Ron Bechtold ）は、
「ア

データストレージ 11%

エキシマリソグラフィ 11%

いて、
「光学の最新の話題」の演題で述

ルファライトは半導体レーザの将来を
材料加工
26%

楽観している。軍の平和維持活動の分
野では市民のレーザ損傷リスクを限定
する安全なレーザ技術が生まれている。
その1 例は 330mWの緑色レーザと測距

図2

2011 年のレーザの用途による分類

計を組み合わせて、個人が接近すると
きのアイセーフ地点の管理を容易にす

受注時期の影響を受けている。われわ

しかし、このブームは一連の地震をと

る。欧州の WWW.BRIGHTER. EU プ

れは FPD の生産能力を増強している

もなう大音響だったのだろうか？ それ

ロジェクトおよびテラダイオード（ Tera

アジア中の多数の顧客を相手にしてい

は時間だけが教えてくれる。当分の間、

Diode ）
やレーザライン（ Laserline ）
など

るため、2012 会計年度は十分な受注

Laser Focus World 誌はわれわれの多

の企業は、材料加工用の電流注入半導

が得られると期待している」と付け加

くが関係するレーザ技術の毎年の興味

体レーザのビーム品質を着実に改善し

えた。

深い応用と新しい市場の可能性に焦点

ている」と語っている。

中小規模のレーザ会社が融資と投資
資金を確保することは間違いなく難し
いが、最大規模の会社は補完的なレー
ザ技術の買収に十分な手元資金を確保

を合わせてレーザ市場を分析する。

小型機器と半導体レーザ 50 周年
米国半導体製造装置材料協会
（SEMI）

レーザが用途を探索しなければなら
ない時代は終わった。レーザ技術だけ
で初めて可能となる新しい応用がひん
ぱんに報道されている。最近の実例に

している。さらに言えば、レーザ市場

が最新の予測のなかで世界の 2012 年

は Apple の iPhone の微細孔レーザ加

はすでに飽和し、製品は多くの分野で

の生産設備への支出が 3% の減少にな

工がある。穴は非常に小さいため肉眼

汎用品となり、われわれが 2009 年の

ると述べたように、現在の半導体産業

ではほとんど見えないが、アルミニウ

レーザ市場予測において初めて報告し

は下方への景気循環の過程にある。好

ム筐体を通して iPhone 上のスクリーン

た企業合併の動きは 2012 年も続く。英

調であった半導体産業は 2011 年の生

に緑色光を照らすと、カメラの操作を

グーチ ア ン ド ハ ウ ゼ ゴ 社（ Gooch &

産設備への支出を 410 億ドルの高いレ

認識できる。また、このようなレーザ

Housego ）は 2010 年 の終 わりに EM4

ベルに増やしたが、その多くは iPhone

加工した微細孔は LED 性能の改善に

を買収し、2011 年の夏になると、米

や iPad などのタブレット型「スマート」

も重要な役割を果たしている。台湾の

ニューポート社（ Newport Corp. ）は米

電子機器の生産設備であり、幸いなこ

ゲム・シン ･ エレクトロニクス社
（ Gem

ハイキュー・テクノロジーズ社
（ High Q

とに、これらのハイテク電子機器はその

Hsin Electronics ）
はレーザ精密加工技

Technologies ）と米オフィール・オプト

ほとんどの部品の生産に対して、切断、

術を使用して、LED の真下に非常に微

ロニクス社（ Ophir Optronics ）を買収

マーキング、アニール、パターン形成

細な穴を開け、加熱された空気のヒー

し、米 IDEX 社（ IDEX Corp. ）
はCVIメ

など加工用レーザが必要であった。独

トシンクへの流出を可能とし、LEDの効

レグリオ（ CVI Melles Griot ）を買収、

カールスルーエ工 科 大 学（ Karlsruhe

率と寿命を改善した。昨年の米マイク

英ハルマ社（ Halma ）はアヴォフォトニ

Institute of Technology, KIT ）のジュ

ロソフト社製キネクト（ Kinect ）
のゼス

クス
（ Avo Photonics ）
を買収した。

エルグ・ロイトホルト教授（Juerg Leut

チャ認識レーザ装置と同様に、新しい

以上をまとめると、レーザビジネス

hold ）がカリフォルニア州サンノゼで開

応用がレーザ販売を鼓舞しようとして

は2010年と2011年がブームであった。

催された Frontiers in Optics 2011にお

待ち構えている。
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市場別分析

ファイバレーザ販売の 38% の成長は鋼

いる。この市場分野は 2011 年の全体

鈑切断用の高出力製品の予想されなか

システム売上高の半分以上を占める。

った急激な増加から起こり、成熟して

金属加工はレーザ応用の売上高の首

経済分析ばかりでなく、事業家やメデ

いる CO2 レーザも 14％の成長を記録し

位を維持し、全体の 68% を占めている。

ィアにも使用されたが、年末になると、

た。また、超高速パルス固体レーザの

続いて、マーキング／エングレービング

レーザシステムの設備投資市場には意

16% の販売増加はマーキングおよび微

が 17% で 2 位、微細加工が 8% で 3 位

味のない表現となった。欧州経済のヨ

細加工分野へのファイバレーザの参入

に入っている。その他の応用は全体で

ーヨーのような変動の繰り返し、日本

による打撃を受けて消滅寸前であった

7% になる。マーキング／エングレービ

で起きた悲惨な災害、中国における政

固体レーザの蘇生に役立った。

ングは 2011 年の売上高が 3 億 3200 万

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

材料加工とエキシマリソグラフィ
不確実性は 2011 年の流行語となり、

府の命令による経済減速への突然の反

2011 年の産業用レーザ売上高は前

ドルとなり、首位ではないが、販売数

転にもかかわらず、この市場は 2010

年比 19％の増加となり、20 億ドルの大

量では産業用レーザの 59% を占め、首

年の顕著で記録破りの回復後も力強い

台に到達した。CO2 レーザ、固体レー

位になっている。

2 桁成長を続けた。米国の産業用レー

ザおよびファイバレーザの売上高は、

ザ市場は年間を通して、予想されたも

それぞれ 14%、4% および 48% の増加

（ PV ）電池の材料加工用レーザに対す

う 1 つの「苦境」、つまり二番底不況の

となり、半導体レーザとエキシマレー

る熱意がソリンドラ（ Solyndra ）の破

到来を懸念したが、それはまったく起

ザ（「その他の材料加工」に分類）は合

産により改まることはなかった。太陽

こらなかった。その代わりに、Indus

わせて 17% の増加になった。2012 年

光産業はいぜんとして成長を継続し、

trial Laser Solutions 誌が追跡している

の産業用レーザ販売は穏やかな 5% の

米ソーラーバズ社（ Solarbuzz ）による

3 ダースもの国際企業は、好調な売上高

成長となり、売上高は 20 億ドルを超え

と、最近の中国における太陽光施設の

を四半期ごとに報告し、前途はいぜん

ると予測している。

導入は、現在の米国とその他の世界が

少なくとも米国では、太陽光発電

レーザ数量にもとづいて追跡し推定

130 億ドルに到達した加工装置への設

した 2011 年のレーザシステムの売上高

備投資による需要レベルと同等になっ

実な行動とは違って、世界規模の製造

は前年比 16% の大幅な増加になった。

ている。ソーラーバズ社の産業アナリ

企業が不況に強いと思われるすべての

この記録的な増加は鋼鈑切断市場の力

ストを務めるフィンリー・コルヴィル氏

分野、つまり、航空宇宙、エネルギー、

強い回復から起こり、そこでは高出力

（ Finlay Colville ）は、
「しかしながら、

輸送、医療機器、金属加工製品などの

CO2 およびファイバレーザの 2010 年比

レーザ加工装置は太陽光産業への広範

販売を増やしていたことは間違いない。

15% を超える販売数量増加が寄与して

な採用を目指して奮闘しており、PV を

として有望だと発表した。
2011 年が終わりになると、従来の堅

リードするメーカーの総合的な技術マ

材料加工とエキシマリソグラフィ

ップにはレーザ加工装置の採用を抑え

すべての方式の金属加工（溶接、切断、アニール、穴あけなど）
、半導体とマイクロ
エレクトロニクスの製造（リソグラフィ、スクライビング、欠陥修復、ビアホール加工）
、
すべての材料のマーキング、その他の材料加工（有機材料の切断と溶接、高速プロト

ている。コルヴィル氏は「薄膜太陽電

タイピング、マイクロマシニング、回折格子製造など）が含まれる。リソグラフィ用
のエキシマレーザも含まれる。
2415
売上高 2374
〔百万ドル〕
1655
Year

2008 2009

2805 2792

2010 2011 2012

製造用のレーザは企業が装置を高度化したた
め予想を上回った。エレクトロニクスは部分的
に強く、とくにスマートフォンとタブレットコ
ンピュータ用が好調であった。自動車とその他
の重工業用も力強く推移した。中国は引き続い
て産業用レーザに重要な顧客であった。2012
年はほとんどの産業用レーザが横這いないしわ
ずかな成長を示すが、マイクロリソグラフィ用
のエキシマレーザは最近の半導体製造設備投資
の減少によって、全体売上高の減少をもたらす。

る兆候はほとんど見られない」と語っ
池の技術にはレーザパターニング加工
に対する強い需要があり、アジアのレ
ーザ加工装置メーカーには大きな売上
高の機会がある。そこでは薄膜ターン
キー生産ラインが成長するが、中国と
韓国の装置メーカーが活躍する。PV 産
業に使用される 2011 年のレーザ加工
装置は 3 億 4000 万ドルの規模に達した
が、その 70% は薄膜太陽電池用のレ
ーザ加工装置であった。しかし、現在
は設備過剰の状態にあるため、設備投
Laser Focus World Japan 2012.3
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資の急速な減少が 2014 年まで続くだ

ディカ社（ OptiMedica ）が研究してい

理コストと R&D プロジェクトコストの

ろう」と付け加えた。

るフェムト秒レーザなどの新しいレー

重複が減り、収益性が改善する。

産業用レーザシステムは 2010 年に

ザ装置は、キャビテーションバブルと

美容レーザ市場の顧客はしわ取り用

回復が始まって以来、幸運に恵まれ、

熱損傷が減少するため、角膜切開、視

や脱毛用の製品を店頭販売すると増加

経済環境は非常に不確実であったが、

力矯正、白内障手術のそれぞれに使わ

するが、大幅な増加には販売コストの

2011 年の売上高は 2008 年の 46 億ドル

れるエキシマレーザを置き換えている。

増加（と消費者価格の引き下げ）
が必要

から53%も増加して71億ドルになった。

また、中赤外レーザ（主としてホルミウ

になる。米トリア・ビューティ（ Tria

いくつかの供給メーカーはその将来を

ム：YAG ）は手術、歯科および皮膚科

Beauty ）は家庭用脱毛装置を 395 ドル

占って、2012 年は非常に低い成長にな

への新しい隙間の応用を見つけている。

で販売しているが、失業中の人たちの
購入対象製品にはならないだろう。

り、横這いの年になると予測している

レーザ美容市場について、ヘルスケ

メーカーもある。2011 年 11 月に開催

アヘッジファンドのマネージャとシー

され、参加者が記録破りの増加になっ

キングアルファ（ Seeking Alpha ）誌の

た Fabtech 見本市の会場でインタビュ

寄稿者を務めるポール・ヌーリ氏（ Paul

今後数年間の科学研究市場へのレー

ーした大手高価格レーザ切断システム

Nouri ）は、現在の美容産業は合併に

ザ販売は極端光施設（ Extreme Light

の担当者の多くは 2012 年を非常に用

最適な時期を迎えていると語っている。

Infrastructure, ELI ）
などの大型科学プ

心深く予測し、業界首位のトルンプ社

米キューテラ社（ Cutera ）、米シノシュ

ロジェクトにより支援される。米コン

だけが 2 桁の成長を示唆していた。結

ア社（Cynosure）、米パロマー社（Palo

ティニューム社（ Continuum ）
の営業担

論として、Industrial Laser Solutions 誌

mar ）、米ソルタ社（ Solta ）およびイス

当副社長を務めるカート・フレデリック

は産業用レーザの売上高が 5%、産業

ラエルのシネロン社（ Syneron ）を含む

ソン氏（ Curt Frederickson ）は、現在

用レーザシステムの売上高が 4% の増

多数のレーザ美容会社は、その多くが

から 2015 年までのレーザ産業は ELI プ

加になると予測している。

それぞれの技術を使用する医師と大金

ロジェクトによるかなり大きい売上げ

を支払って契約するため、利益を確保

が期待できるとして、
「コンティニュアム

していないが、たくさんの資金を所有

のような会社は ELI プロジェクトに参加

している。したがって、合併すると、管

する資格がある。今年は大統領選挙の

医療と美容
医療（眼科、手術）用と美容（しわ取

年なので、科学研究用のレーザ販売は

り、脱毛、脂肪吸引、皮膚蘇生）用の
レーザ市場は、美容向けのレーザ販売
が GDP の動きに追随するが、その低
迷にもかかわらず、着実な成長を続け
ている。この分野は 2012 年の売上高
が 5 億 1800 万ドルになり、2011 年に比

医療と美容

横這いまたはわずかな成長になるだろ

眼科（屈折矯正手術と光凝固手術を
含む）、一般的な手術、治療や美容の
用途を含む。

国で起こりえる減速だ」と語っている。

う。注意が必要なのは欧州の債務と中

べると 3.9% の成長になると予測して
いる。
固体レーザはいぜんとして医療およ
び美容用レーザの売上高の大部分を占
めるが、半導体レーザは全体の 13％を
獲得し、最大の数量（ 2011年の場合、ラ
ンプ励起固体レーザの数千台に対して
半導体レーザは数十万台）を記録して
いる。米カールツァイス・メディテク社
（ Carl Zeiss Meditec ）
、米アボット・メデ
ィカルオプティクス社（ Abbott Medi
cal Optics, AMO ）および米オプティメ
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科学研究と軍用

米国科学財団（ National Science Foun
dation, NSF）
と米国標準技術局
（National
Institute of Standards and Technology,

売上高 507
〔百万ドル〕

413
Year

2008 2009

453

498

518

2010 2011 2012

眼科と手術の用途は多数の興味深い開
発が継続的に行われたが、医療保険の還
付手続き対象への登録が難しく、実用化
が遅れている。したがって、これらの分
野は遅いけれども着実に成長している。
一方で、美容用レーザ装置の販売は不況
の影響を受けて悲惨な状態が続いている。
店頭販売製品は市場に登場しても力強い
販売を期待できない。

NIST ）
に対する米国政府からの 2012 年
の科学研究資金拠出は、それぞれ 1 億
7300 万ドルと 3300 万ドルの小幅な増
加となり、総額は NSF が 70 億ドルレベ
ル、NIST が 7 億 5100 万ドルになった。
米国航空宇宙局（ National Aeronautics
and Space Administration, NASA ）
へ
の資金拠出は 2011 年に比べると 6 億
4800 万ドルの削減となり、178 億ドルレ
ベルになった。フォトニクス分野の目
玉 はジェ ームス ･ ウェブ宇 宙 望 遠 鏡

（ JWST ）への 2012 年の資金拠出の追
加だろう。
米国の景気刺激策による支出が
2012 年に終わることはもう 1 つの懸念
になる。米 SPI レーザ社（ SPI Lasers ）
の総括マネージャを務めるケン・ズール

科学研究と軍用

が 25 周年を迎えた2011年に、国際評価

大学や国立研究所などで使われる
レーザおよび測距計、照明装置、指

mittee, IEC ）は NSFC の資金援助プロ

向性エネルギー兵器研究などの新規
と既存の軍用レーザが含まれる。

コ氏
（ Ken Dzurko ）は、
「 2 年前に導入
された総合景気刺激策の一部は、第179
条例として知られる税法の一時的な変
更だ。2010 年の変更によって、新し
い資本設備への支出は 50% の減税を
申請できるようになった。2011 年にな
ると、この法律はさらに強化され、資
本支出の内容に応じて 100% の減税も
可能になった。ワシントンの現在の雰
囲気では、この減税の延長は完全に見
送られるようだ」と語っている。しか
し、ズールコ氏は楽観的だ。彼は「わ
れわれは企業が不況期に立ち止まり、

売上高
344
〔百万ドル〕 310
Year

2008 2009

376

408 419

委員会
（International Evaluation Com
セスを初めてレビューし、中国政府は
中国の科学研究を国際水準に近づける
努力を積極的に果たしていると評価し
た。IEC の報告書は NSFC の専門家に
よる評価プロセスを賞賛し、中国の1987
年以降の R&D 投資は 21.6% の平均年

2010 2011 2012

2011 年は景気刺激策による支出が
R&D 助成に寄与したが、この分野は経
済の現実を反映した政府予算によって、
通常の低位成長に戻ると予想される。軍
用レーザの調達予算は多年にわたる成長
後にピークを付けたが、新しいレーザ装
置への支出は増加している。中赤外防衛
手段、アイセーフ距離測定と照明および
UAV とその他車両用のレーザレーダおよ
び指向性エネルギー兵器の開発が活発化
している。

間成長率を示し、近年の R&D 投資の約
70% は民間企業によると分析している。
欧 州 の 2011 年 の R&D 支 出 は 約
2770 億ドルとなり、GDP の約 1.7% を
占めた。この比率は中国が 1.4%、米
国が 2.7% であった。2011 年の初頭に
行われた 2012 年の R&D 予算の策定作
業 は 13% の高 い増 加 を予 定 したが、
欧州のソブリン債務危機はギリシャや
イタリアなどの高リスク EU 国に対し
て厳密な評価にもとづく R&D 支出の

それぞれの生産設備と工程選択を見直
し、その後にレーザを、とくにファイ

業分野に見つけた。科学研究市場はほ

見直しを強要している。幸いなことに、

バレーザを選択し、スループットの増

とんど完全に GDP の動きと連動し、経

欧州連合議会は 2011 年に R&D 支出の

加、歩留りの改善、運転費の低減およ

済とともに上下する。しかし、より小

10.35% の増加を要請した。

び保守と工程立上げの休止時間を短縮

さい会社は独自で目的のはっきりした

ス トック ホ ル ム 国 際 平 和 研 究 所

して、競争力を強化したことを知って

技術、つまり、汎用的ではなく、実験研

（ Stockholm International Peace

いる。われわれはレーザを使わない従

究の問題解決に役立つ部品、それもセ

Research Institute, SIPRI ）によると、

来の多数の加工（プラズマやウォータ

カンドソースのない部品を提供でき

全世界の軍事支出は 2010 年だけで 1

ジェットによる金属の切断など）がフ

る」と語っている。彼は ｢2012 年の科

兆 6300 億ドルに達し、全世界の GDP

ァイバレーザ加工を受け入れるのを見

学予算削減と成長減速は相互に連動す

の 2.6% を占めている。これはほとん

てきた」と付け加え、
「このことは市場

るだろうが、それとは関係なしに成長

どの国の R&D 支出比率よりも高く、

シェアが 1 つのレーザからもう 1 つのレ

は起こる ｣ と結論を述べた。

2001 年の支出レベルに比べると 50%

ーザへと単純に変わるのではなく、レ

中国と欧州の R&D 支出と投資は前

の非常に大きな増加になる。しかし、

ーザ材料加工が対応できる市場の基本

向きだ。中国の 2011 年の R&D 支出は

軍事支出は米国に代表されるように、

的な拡大を示していると確信してい

日本を追い抜き、1540 億ドルに近づい

サイクル変動のピークにあり、われわ

る」と結んだ。

て、米国の 4050 億ドルに続く 2 番目

れは 2012 年の全世界の軍用レーザ支

の規模に達したと推定される。米メル

出が 3.6% の増加を示し、1 億 9500 万

営業担当副社長を務めるコリン・シー

コム・キャピタル社（ Mercom Capital ）

ドルになると予測している。そこでは

トン氏（ Colin Seaton ）はズールコ氏の

は、中国の銀行が過去 2 年間だけで 400

赤外線防衛手段や IRCM システムの事

楽観論と同様に、「われわれは不況期

億ドルを中国の太陽光発電会社に融資

例のように、多数のレーザ技術が軍用

に成長し、われわれのスーパーコンテ

したと推定している。

から民間用へ移転される。

英フィアニウム社（ Fianium ）の国際

ィニュームとファイバレーザの新しい

中国自然科学財団（ National Natural

応用と顧客を科学研究、医療および産

Science Foundation of China, NSFC ）

われわれは 2012 年の全世界の科学
研究および軍用市場用のレーザ販売
Laser Focus World Japan 2012.3
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は、
2011年に比べて2.7%の増加となり、

ブルカーと同じ第 3 四半期に、米バ

Rainbow 光源だ。コヒレント社の製品

4 億 1900 万ドルの規模になると予測し

イオラド社（ BioRad ）の売上高は全体

はモジューラユニットから構成され、

ている。

で 9.5% の増加を示し、同社の生命科

少なくとも 1 ダース以上の波長を 375

学部門は撮像装置および患者の単一試

から 785nm の範囲で放射し、モビウス

料から最大 100 組の生体分子を分析で

フォトニクス社の製品は 557、571、585、

分光法、画像診断、センシング、生

きる BioPlex サスペンションアレイ製品

600 および 616 波長のそれぞれの出力を

物医学計測などを網羅したレーザ計測

の力強い成長を反映して、11.9% の増

切り替えて特定の蛍光標識を照射する。

機器センサの 2012 年の市場は、2011年

加になった。BioPlex サスペンション

の 3 億 400 万ドルから 3 億 1300 万ドル

アレイは 100 組の 5.6μｍビーズからな

への成長を予測している。原子間力顕

る検査液アレイと、独自のスペクトル

米 JDSU 社の上級マーケティング部長

微鏡法とラマン分光撮像法を組み合わ

番地に割り当てられた分光特性の異な

を務めるシンクレア・ヴァス氏
（Sinclair

せた InnovaIRIS システムを 2011 年末

る 2 種類の蛍光体を使用して、それぞ

Vass ）
は、
「経済が難しいときの通信プ

に発売した分析機器会社の米ブルカー

れのアレイを染色する。これらのビー

ロバイダは光ネットワークへの投資の

社（ Bruker ）は、2011 年 9 月 30 日に終

ズの組み合わせは異なる捕獲分子と結

一部を先送りしようと考えるが、現在

了した第 3 四半期の売上高が前年同期

合し、特定の検体と反応する。2 つの

は帯域幅の需要が急速に増加してい

比で 35％のきわめて健全な増加になっ

レーザでビーズを照射すると、その 1

る。プロバイダは消費者が利用するマ

た。ブルカーのCEOを務めるフランク・

つがそれぞれのビーズの色素を励起し

ルチメディアと画像応用コンテンツの

ラウキーン氏は「来年はマクロ環境が

てスペクトルの番地を同定し、もう1 つ

普及に合わせた伝送容量の拡張が必要

減速する年になる」と述べたが、同社

がビーズに関係するリポータ分子を励

になるだろう。このことは JDSU 社の

は2012年も2桁の成長を期待している。

起して捕獲された検体を定量化する。

ような光部品の供給メーカーに対して

次に、蛍光情報が高速デジタル信号プ

長期にわたる成長の機会を与える」と

計測機器とセンサ

ロセッサを用いて解析され、12μl の微

語っている。2011 年における通信と

量な試料中の構成タンパク質とペプチ

光ストレージへのレーザ販売は、それ

生物医学計測機器、分析機器（分光
計など）
、ウエハとマスクの検査、計
測工学、水準器、光学マウス、ジェス
チャ認識、
レーザレーダ、
バーコードリー
ダ、その他のセンサなどが含まれる。

ドの同定が行われる。米エドモンド・オ

ぞれ 22 億 6000 万ドルと 8 億 2000 万ド

プティクス社（ Edmund Optics ）のレー

ルへ成長し、合わせて 30 億 8000 万ド

ザ、レーザ光学および機械製品マネー

ルの売上高になった。通信市場は長期

ジャを務めるアムル・カリル氏（ Amr

にわたり 6 〜 10% の成長率に回復する

Khalil ）は、「生命科学の増大する用途

が、光ストレージは少なくとも現在の

は狭帯域の蛍光を励起するための多重

減速が続くため、2012 年の両者を合わ

計測機器とセンサ

売上高
〔百万ドル〕 207 205
Year

2008 2009

270

304 313

2010 2011 2012

計測機器は全般に良好で、とくに蛍光
撮像を含む生物医学機器用の CW 可視レ
ーザと超高速レーザが好調を維持してい
る。機器のハンドヘルド化に向けた開発
が熱心に行われ、ラマンや中赤外などの
新しい領域が開拓されている。手指ナビ
ゲーションとジェスチャ認識（マイクロソ
フト社のキネクトなど）が安価なレーザセ
ンサに新しい機会を提供している。ファ
イバセンサ用の狭帯域レーザは石油と天
然ガスの掘削、周辺のセキュリティ確保、
スマート構造物などの用途を目指して着
実かつ緩やかに成長している。
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通信と光ストレージ

で離散的なレーザ波長を必要としてい

せた売上高は 31 億 5000 万ドルへの増

る。広帯域光源とフィルタの組み合わ

加を予測している。2012 年から先のCD、

せが適した用途もあるが、市販の医学

DVD および Bluray ディスク用レーザ

研究用の蛍光プローブと整合する特定

からなる光データストレージ売上高の

の波長を励起しようとすると、一般に

減少は、価格の低下、市場の成熟、フ

はそれぞれの波長の高パワーレーザ光

ラッシュメモリとインターネットや「ク

源が必要になる」と語っている。

ラウド」利用データストレージの普及

生命科学の用途を目標にした多波長

を反映しているが、熱支援磁気記録

光源の良い例は、コヒレント社が開発し

（ HAMR ）技術が確立すれば、780nm

た CUBE および OBIS ダイオードレーザ

または 870nm の半導体レーザの売上

と光ポンピング半導体レーザ（ OPSL ）

高は増加するかもしれない。米シーゲ

からなる製品と、米モビウスフォトニ

ート社（ Seagate ）は HAMR 技術、つま

クス社（ Mobius Photonics ）
の開発した

り簡単に言えば、半導体レーザを用い

通信と光ストレージ

ードマップ競争は、次の段階は HAMR

finera）
が供給する100Tbit/sフォトニッ

になるとして 2011 年の初めに収斂し

クなどの集積回路（ PIC ）
にあり、2011

テレコム、データコムおよび光スト
レージの用途に使われるすべての半導

たが、
「主流の HAMR 製品が 2014 年ま

年の販売実績は高速広帯域光通信の旺

たは 2015 年までに出荷されることない

盛な需要に支えられ、減少の兆しを見

だろう」とも述べている。

せなかった。

体レーザと光増幅器用のポンプレーザ
が含まれる。

売上高 2894
〔百万ドル〕

30803146
2721

2214

Year

2008 2009

2010 2011 2012

基幹回線のネットワークとデータセン
ターバックプレーンの光通信を増強する
トラヒック需要は継続的に増大している。
40G および 100G トランシーバ、ファ
イバ・ツー・ザ・ホームおよび能動光ケーブ
ルが注目されている。対照的に、光スト
レージの分野は 2010‐2011 年に回復
したが、現在の方式で以前のレベルに戻
ることは期待できない。そこには不況、
音楽と映像のダウンローディングへの動
き、Blu-rayプレーヤーの遅い立ち上がり、
青色‐紫外レーザの鋭い価格低下などの多
数の要因がある。次の大きな出来事は熱
支援磁気記録の登場になり、ハードディ
スクドライブにおけるレーザ使用は、さ
らに 1 世代ないし 2 世代にわたる大容量
化が続くであろう。

レーザ通信市場はトラフィックの増
加が部品需要を継続的に牽引している

画像記録

が、部品の売上数量と性能はnonGAAP

新しいレーザ応用の携帯型インクジェ

（一般会計原則に準拠しない）の売上高

ットプリンタの商品化が近づいている。

と利益よりも急速に増加し、ほとんど

この PrintBrush と名付けられたプリン

の部品供給メーカーは純利益と営業利

タは、スウェーデンの技術者のアレック

益が少なく、マイナスの場合もある。米

ス・ブレトン氏（ Alex Breton ）
により発

フィニサー社（ Finisar ）の 2011 年 10 月

明され、11 年の歳月と 1000 万ドルの

30 日に終了した四半期の売上高は 2 億

費用をかけて開発された。このプリン

4150 万ドルとなり、前年同期比で 5.8%

タは 1 枚の用紙を通すだけで印刷画像

の増加になったが、nonGAAP による

が得られる。マウス状の赤外半導体レ

営業利益率は前年同期の17.0% から9.8

ーザセンサがプリンタの動きを追跡

%に減少した。米オプリンク社
（Oplink）

し、反射ビームの散乱とパワー変動を

と米オプネクスト社（ OpNext ）
は、2011

測定して、その位置（動きの速度と方

年 9 月 30 日に終了した四半期の売上高

向の両方）をピンポイントで決める。

がそれぞれ 4340 万ドルと 8600 万ドル

フォトニクスを用いて用紙全面を走査

へのわずかな減少となり、オプリンク社

するため、プリンタは用紙の幅よりも

の純 利 益 は 310 万ドル（売 上 高 の 7.1

狭くはできないという従来の制約条件

% ）、償却前利益はわずか 10 万ドルで

が不要になる。

てドライブ材料を加熱し、その化学反

あった。また、米オクラロ社（ Oclaro ）

応を利用してストレージ容量を増強す

の 2011 年 10 月 1 日に終了した四半期

る方法を選択したが、米日立 GST 社は

の売上高も前年同期の 1 億 920 万ドル

レーザを使わないで記憶媒体をパター

に比べるとわずかに減少し、1 億 580

ン化し、平方インチあたり 50 テラビッ

万ドルになったが（減少の大部分はタ

トのストレージレベルを実現する方法

イの洪水の影響）、売上高の 9% に相

を選択している。

当する 960 万ドルの営業損失が発生し

この HAMR とパターン化媒体の開

た。JDSU は 2011 年 10 月1日に終了し

発競争について、国際ディスクドライ

た四半期の正味売上高が前年同期の 4

ブ材料協会（ International Disk Drive

億 7230 万ドルに比べるとわずかに減

and Materials Association, IDEMA,

少し、4 億 2110 万ドルになったが、non

カリフォルニア州サンノゼ）
の会長を務

GAAP の営業利益率は多少良好な 10.9

めるマーク・ギーネン氏
（ Mark Geenen）

% であった。

は EE Times の論説のなかで、
「まず熱

通信用レーザの供給メーカーは高価

支援方式への大きな変化が起こり、将

格の高速 100Gbts/s 用とコヒーレント

来はビットパターニングに移行すると

通信用の部品を期待できるため、2012

いうのが大方の一致した意見だ」と述

年は売上高と利益の両方が改善する。

べている。この論説によると、両者のロ

その証拠の1つは、米インフィネラ社
（In

この新しいレーザ応用以外にも、ス

画像記録
消費者用と商業用の伝統的レーザプ
リンタに加えて、商業印刷システムと
写真仕上げ用のレーザが含まれる。

売上高
〔百万ドル〕

62
43

Year

2008 2009

47

48

48

2010 2011 2012

製版装置ビジネスは 3 つの困難、つま
り、デジタル（オンライン）革命、不況、
中国の新規供給メーカーの登場に直面し
たが、2010 年の装置市場は平穏であっ
た。直接レーザ印刷は良好に推移したが、
レーザは汎用製品になった。オフセット
印刷と直接レーザ印刷はインクジェット
印刷とのさまざまな競合が起きている。
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ウェーデンのコバルト社（ Cobalt ）など
の会社は RGB レーザ、とくに 473nm の
青色用と 532nm の緑色用のダイオード
ポンプ固体（ DPSS レーザ）をデジタル

エンタテインメントとディスプレイ
レーザショー、デジタルシネマ、前面および背面プロジェクタ、ピコプロジェクタ
およびレーザポインタが含まれる。

写真仕上げに使用して印画紙上にデジ
タル画像を蓄積し、スキャナを使用し
て、写真フィルム画像のデジタル変換
を行っている。スイスのダエトワイラー
グラフィクス社（ Daetwyler Graphics

売上高
〔百万ドル〕
Year

30
22

23

2008 2009

33

25
2010 2011 2012

AG ）のレーザ彫刻 R&D 部長を務める
グイド・ヘニング氏（ Guido Hennig ）
に
よると、最近の数年間に、世界の印刷
市場の大きな発展は伝統的なオフセッ
ト印刷市場の継続的な縮小（世界全体
で−15% ）と、インクジェットや電子写

エンタテインメントとディスプレイ

レーザプロジェクションの特徴は大画面ディ
スプレイにあり、会議室プロジェクタ、ホーム
シネマおよびデジタルシネマに多用され、レー
ザショーでは必須になる。緑色半導体レーザが
間もなく商品化されるが、その場合でも携帯式
プロジェクタは利用される機会がある。しかし、
LED との競合があり、最近ではタッチスクリー
ン LCD 付のタブレットも登場した。デジタルシ
ネマの普及は遅れているが、米国では重要な安
全性が認証された。しかし、その本格的な採用
は数年先になるだろう。

デオ音楽賞の授与式において、米 YLS
エンタテインメント社（ YLS Entertain

真（ゼログラフィ）などの新しいデジタ

消費者はタブレット媒体との恋に落

ル印刷法の力強い成長をもたらし、イ

ちている。米インフォトレンド社（ Info

ment ）は、米パンゴリン社（ Pangolin ）

ンクジェットには +15%、電子写真に

Trend ）
によると、世界全体のタブレッ

の LD2000 レーザシステムで制御した

は +14% の増加をもたらした。

ト出荷は約 60% の複合年間成長率で

12W の緑色 Nd：YAG レーザを使用し

伝統的な印刷市場はいくつかの分野

増加し、その出荷量は 2010 年の 1700

て、マイアミラッパー・ピットブルのパ

がデジタル媒体とインターネットの発

万台が 2015 年には 1 億 7500 万台以上

フォーマンスを上映した。また、YLS エ

展の影響を受けているが、ヘニング氏

になる。この電子ディスプレイの激増

ンタテインメントは2011年アメリカン・

によると、新しいレーザ応用はデジタル

は個人の好みだけによるものではなく、

ミュージック・アワードの授与式におい

技術の発展の結果として開発されてい

デジタル・サイネージは百貨店やレスト

て、それぞれが 0.5W の緑色 DPSSレー

る。彼は「今日のインクジェットや電

ランにも出現し、顧客に対して、商品を

ザ出力をもつ 6 台の KVANT レーザプ

子写真などのデジタル印刷法は、その

調べ、製品とサービスを発注するとき

ロジェクタを使用して、エンリケ・イグ

多くが高価な特殊インク、特殊な基板

の双方向手段を提供している。

レシアスのパフォーマンスを上映した。
2011 年のエンタテインメントとディ

材料、消耗品などが必要となり、それら

日本のカシオのプロジェクション用

が印刷コストを支配し、環境に悪影響

レーザ‐LED ハイブリッド光学エンジ

スプレイに使用されたレーザの売上高

を与えている。ダエトワイラーがレー

ンや米プリズム社（ Prysm ）の低電力消

は 3040 万ドルに達した。2012 年は 9%

ザ誘起後方インク転写（ LIBT ）
と名付け

費レーザ蛍光ディスプレイ（ LPD ）など

の成長と 3300 万ドルの売上高を予測

て開発している直接書込みプロセスは、

の成長著しいデジタル表示技術による

している。

今日の輪転印刷プロセスに広く使われ

レーザディスプレイは、ニューヨーク

ている通常の安価なインクを使用して

のマジソン・アベニューにあるバーニー

デジタルプリンタを動かすことができ

ズの旗艦店で、レディー・ガガ 2011/

DPSS およびファイバレーザに使わ

る。さらに、
LIBTプロセスは水性「緑色」

2012 ウィンターホリデイのウインドウ

れるポンプレーザの 2012 年の売上高は

インクや乾性「無溶剤」インクを使用

ディスプレイの一部として顧客とのツ

2 億 9700 万ドルを予測している。今ま

できるため、過酷溶剤による環境への

イッターメッセージ交換に使われ、す

でのポンプレーザの販売数量は DPSS

悪影響が起こらない」と語っている。

べての「リトルモンスター達」にとっ

レーザ用の方が多かったが、2014 年

ての良いニュースになった。

になるとファイバレーザ用が DPSS 用

画像記録産業用レーザの 2011 年の
売上高は 4800 万ドルに達し、2012 年
は横這いになると予測している。
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エンタテインメント産業用レーザは眩
しい光を放っている。2011 年 MTV ビ

ポンプおよびその他レーザ

を上回り、それからはファイバレーザ
用の市場シェア拡大が続くであろう。
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