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　米国ネバダ州ラスベガスで2月24〜
26日に開催されたStrategies in Light

（SIL）2015カンファレンスにおいて、メ
インカンファレンスが行われた2日間
の両日、米ストラテジーズ・アンリミテッ
ド社（Strategies Unlimited）による市
場調査報告を中心とするプレナリーセ
ッションが開かれた。同社シニアアナ
リストのステファニー・プルイット氏

（Stephanie Pruitt）は、パッケージLED
の2014年の売上高が154億ドルで、
2019年には221億ドルにまで増加する
見通しだとした。SIL共同議長でストラ
テジーズ・アンリミテッド社の調査ディ
レクタを務めるフィリップ・スモールウッ
ド氏（Philip Smallwood）は、2014年
のランプ市場におけるLEDの普及率は
5%で、2022年までに出荷数ベースで
52%に達するという予測を示した。ス
モールウッド氏によると、照明器具に
おける2014年のLED普及率は33%で、
2022年までに69%に達する見通しだ
という。
　全般的に、市場予測は楽観的だった
が、売上高の成長率という点では2014
年のデータ（http://bit.ly/10zl855）よ
りもやや低かった。本稿では、パッケー
ジLED価格が予測されていたよりも速
いペースで低下していることや、調査
プログラムにおいてスモールウッド氏
が推進してきた照明市場の新しいモデ
ル化手法など、この変化の背景にある

理由を含めて、今回の新しいデータに
ついて詳しく解説する。

パッケージLED
　パッケージLEDに関する数値は、構
成分野に対する手法に変更がなかった
ため、2014年に示されたデータと直接
比較することができる。ただし、1つ
注意点がある。プルイット氏が示した
のは予備データだった。実際のデータ
は、レポートが発売される4月まで確

定しなかった。したがって一部変更が
生じる可能性があったが、大きく変更
されることはない結果となった。
　プルイット氏は、SILの2日目に登壇
し（図1）、直近2年間のデータを比較し
た。2014年にストラテジーズ・アンリ
ミテッド社は、LED売上高の2018年ま
での年平均成長率（CAGR：Compound 
An nu al Growth Rate）を13%と予測し
た。プルイット氏は、今回の新しいデー
タでは、2019年までのCAGRが8%に

モーリー・ライト

Strategies in Lightのカンファレンス各日に催されたプレナリーセッション
で、司会を務めたアナリストらが示したパッケージLEDと照明製品の成長予
測は、ともに2014年の見通しと比べてやや低いものだった。

LEDとSSLの成長予測をやや下方修正
─ただし分野別には強気予測も

図1　ストラテジーズ・アンリミテッド社シニアアナリストのステファニー・プルイット氏は、パッ
ケージLED市場に関する同社の最新データを示した。
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なっていると述べた。ただし、成長率
が引き下げられたのは、LED販売個数
が減少すると調査チームが予測してい
るからというわけではまったくない。
LED部品価格が、予測を上回るペース
で低下しているからである。また、LED
予測は、照明市場に関する調査に一部
基づいており、プルイット氏によると、
今回の新しい予測は「照明調査に基づ
いて、2014年よりも控えめ」になって
いるという。前述の新しいモデルがそ
の要因の1つである。
　実際、2014年売上高として報告さ
れた数値からは、成長の鈍化傾向が既
に見てとれる。プルイット氏によると、
LED売上高は、2013年の146億ドルか
ら2014年には154億ドルに増加したと
いう。その成長率は、13%という2014
年の予測よりもかなり低い。実際のと
ころ、6%という2013年からの成長率
は、2019年までの新しい成長率予測
と比べても下回っている。
　詳細に入る前に、パッケージLED調
査の手法について説明しておこう。こ
れまでの年と同様に、すべてのパッケ
ージLEDが対象だが、ベアのLEDダイ
やチップは除く。チップスケールパッ
ケージ（CSP：Chip Scale Package）を
ベースとする製品などのパッケージライ
トLEDは、もちろん含まれる。CSPの
動向については、2014年にフランクフ
ル ト で 開 催 さ れ た 展 示 会Light+ 
Buildingをレポートした記事（http://
bitly/1m TY7Br）で取り上げており、
また、カンファレンス基調講演を取り上
げたUS版5月号の記事（43ページ）に
もさらに詳しく記載されている。
　調査は、LEDの出荷／販売個数では
なく、売上高に着目して行われている。
レポートは、非常に安価な低／中出力
のLEDから、高出力LEDまでの製品を
網羅している。高出力LEDは、中出力

LEDが照明分野で使用されるようにな
ったつい最近まで、照明に圧倒的に多
く使用されていた。主にCOB（Chip 
On Board）製品である超高出力LED
も、調査対象に含まれている。ストラ
テジーズ・アンリミテッド社は現在、
COBに特化したLED調査レポートも
発行している（http://bit.ly/1IgdBre）。
　パッケージLED市場の中の区分も、
これまでの年とほぼ同じである。中出
力と高出力の境界を0.5Wとする点も変
わっていない。しかし、使用するLED
の種類に応じて応用分野が分類される
場合に、その境界線によって、データ
の一部にあいまいさが生じる可能性が
ある。二次光学部品なしでプラスチッ
ク製パッケージに収容された、従来の
中出力デバイスに似た多くのLEDが今
日、1W以上のレベルで駆動可能であ
るためだ。

応用分野
　2019年までCAGR8%の予測どおり

に成長した場合、パッケージLED市場
の総売上高は221億ドルに達する。以
下では、そのような成長を促進する応
用分野と、各分野の短期／長期的な見
通しと動向を見ていこう。主要な応用
分野としては以下のものがある。
　･ ディスプレイ／バックライト
　･ モバイル（携帯端末）
　･ 看板（標識）
　･ 車載
　･ 照明
　図2に、これらの分野と、それぞれ
の最近（2013〜2014年）の増加または
減少の様子を示す。おそらく誰もが予
想するように、しばらくの間は引き続
き、照明が最も成長率の高い分野にな
る見込みである。ストラテジーズ・ア
ンリミテッド社は2年前、一般照明が、
売上高という観点でLEDが最も多く
消費される分野になったと報告した

（http://bit.ly/1jD9DNa）。それ以前に
LEDが最も多く消費されていたのは、
ディスプレイバックライトの分野だっ

パッケージLED売上高〔単位：10億ドル〕

LED業界の2013年から2014年の成長率は6%
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図2　パッケージLEDの市場規模は2013年から2014年で8億ドル増加した。
増加を牽引したのは照明分野である。
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た。ただし、上記のすべての分野にお
いて、かなりの量のパッケージLEDが
消費されている。

ディスプレイのバックライト
　実際のところ、TVやコンピュータモ
ニタ用ディスプレイバックライトの市
場は引き続き堅調で、消費するLED
部品の数は他のどの分野よりも多くな
る可能性が高い。しかし、使用される
LEDは、一般的に低／中出力のLED
であり、それらはパッケージLED市場
で最もコモディティ化が進んだ製品に

分類される。
　売上高では、ディスプレイ分野は、
2014年の26億ドルから既に減少傾向
にある。図3に詳しく示されているよう
に、2019年までのCAGRは−5%と予
測されている。ディスプレイ分野では、
後述する照明分野と同じ種類の飽和は
生じない。バックライト分野は完全に
飽和した状態にあるが、消費者はこれ
からも、新しく改良されたTVやモニ
タを購入する。しかし、ディスプレイに
使用されるLEDの価格は今後も低下し
ていく。それと同時にLEDの輝度はさ

らに高まっていくため、1つのディス
プレイに必要なLEDの数が少なくなる
ケースもある。
　しかしプルイット氏は、TV分野の
技術革新が見通しに大きな影響を与え
る可能性があると指摘した。具体的に
は、超高精細度TV（UHDTV：Ultra
High Definition TV）とも呼ばれる4K
ピクセルTVへの移行が、予想を超え
る規模で進行しており、この分野向け
に販売されるLEDが増加する可能性が
あるという。このようなハイエンドTV
には、ほぼ確実に局所的な調光機能が
実装される。そこでは、個々のLEDに
よって照らされる領域の、画面全体に
占める割合を小さくすることで、最適
なコントラスト比を達成することが行
われる。その一方で、有機EL（OLED）
メーカーが大画面の製造の問題を解決
すれば、この技術の価格が低下し、バ
ックライト用に販売されるLEDは減少
する可能性がある。

携帯端末
　次に示すのは、携帯端末に搭載され
るLEDの売上高だが、こちらも減少傾
向にある。図4は、2019年までCAGR
−5%で減少するというプルイット氏に
よる予測の詳細を示したものである。
減少傾向とはいえ、数値そのものはか
なり大きい。携帯端末向けLEDの売上
高は、2014年に28億ドルで、2019年
には約21億ドルと予測されている。
　モバイル分野における減少の理由
は、ディスプレイ分野の理由に一部似
ているが、有機EL技術による影響がそ
れよりも大きい。モバイル市場はほぼ
飽和状態にあるが、アップグレードの
サイクルが短いことによって、新規端
末の販売が今後も促進される。しかし、
携帯端末において、バックライトやキ
ーパッド照明に使用されるLEDの価格

図3　LEDのディスプレイバックライト市場は縮小傾向にあるが、それでもその規
模はかなり大きい。
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図4　携帯端末関連のLED売上高は、LED価格の低下に伴って減少している。
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低下は激しい。
　また、有機EL技術は、スマートフォ
ンにおいて韓国サムスン社（Samsung）
などのベンダーによって既に広く採用
されている。スマートフォン市場に限
れば、LED売上高は2014年の13億ド
ルから2019年には10億ドル未満にま
で減少する見込みである。タブレット
やその他のモバイルコンピューティン
グ端末における減少幅は、それよりも
小さくなる。
　弊誌は2014年に、携帯端末のカメ
ラ機能が拡大して、前面と背面の両方
のカメラフラッシュ機能向けに、さら
に高品質のLEDがさらに多く求めら
れるようになると報告した。この技術
動向については、SIL 2014のカンファ
レンスセッションをまとめた記事で取
り上げた（http://bit.ly/1kXzh1e）。プ
ルイット氏はSILでの発表の中で、モ
バイル分野の一区分となるフラッシュ
については言及しなかったが、4月に
発行される最終的なLED市場レポー
トにはおそらく、そのデータが含まれ
るだろう。
　またプルイット氏は、ディスプレイ市
場と同様に、携帯端末の画面解像度の
高まりが、モバイル分野におけるLED
売上高にプラスに働く可能性があると
も述べた。画面技術のさらなる進歩に
伴い、小型端末にもUHDTV技術が
ある程度浸透する見込みである。

車載照明と看板
　次は、増加傾向にある分野を見てい
こう。車載分野はおそらく、一般照明
を除くパッケージLEDの応用分野の 
中で、最も成長する可能性を秘めてい
る。図2からわかるように、同分野は
2013年から2014年の間に10%成長し
た。また図5に示すように、2019年ま
でのCAGRは10%で、売上高は2014

年の18億ドルから2019年には29億ド
ルに達すると、プルイット氏は予測し
ている。
　車載分野には、自動車の外装照明と
内装照明の両方が含まれる。内装照明
に含まれるダッシュボードの分野は、
完全に飽和状態にある。車内では、色
調整可能な照明製品など、アンビエン
ト照明においてLEDの使用が増加する
見込みである。弊誌では1年以上前に、
このような分野のみを対象に設計され
た独オスラム・オプト・セミコンダクタ
ーズ社（Osram Opto Semiconductors）

の製 品 を取 り上 げた（http://bit.ly/ 
1BJr2w0）。しかし、自動車内装に使
用されるLEDは、ほとんどがコモディ
ティ製品であり、部品価格の低下によ
って、内装照明向けの売上高は比較的
平坦に推移する見込みである。
　一方、自動車外装では、ヘッドライ
トにおける普及率はまだ比較的低く、
成長の余地がまだかなりある。また、
その価値提案は2つの要素で構成され
る。自動車メーカーは、消費電力が低
く寿命が長いというLEDの本質的なメ
リットを活用して、主流の車種のヘッ
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図5　車載LED分野のうち、内装照明は飽和状態にあるが、外装照明は大きな成
長の可能性が期待される。
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ドライトにLEDを採用する見込みであ
る。ハイエンドの車種には、従来の光
源では実現できない指向性ビームなど
の機能を持つLEDヘッドライトが搭載
される。
　図6には、自動車外装照明向けLED
売上高の2019年までの予測成長率が
15%で、外装照明だけでLED売上高は
2019年までに20億ドルを超えることが
示されている。最も成長が見込まれる
のはヘッドライトで、この分野のLED

売上高は2019年までに10億ドル近く
に達する。それ以外で成長が見込まれ
るのは停止灯とテールライトで、自動
車メーカーがその分野で機能追加を行
うと予測される。
　看板も、成長が見込まれるLED応
用分野である。プルイット氏は、この
分野の2014年のLED総売上高が17億
ドルだったと報告した。CAGR11%で、
2019年の市場規模は29億ドルに達す
ると予測されている。

一般照明
　今後5年間のLED売上高を実質的に
牽引するのは、照明（特に一般照明）で
ある。2014年の照明分野全体のLED
売上高は53億ドルで、そのうちの75%
を一般照明が占めた（図7）。交換用ラ
ンプが、2014年の照明用LED売上高
の半分近くを占めた。プルイット氏は、
2019年までのCAGRは14%で、照明
用LEDの売上高は100億ドルを超える
と予測している。
　図8はこの見通しを詳しく示したも
ので、2019年にはLED売上高の86%
を一般照明が占めると予測されてい
る。見通しの終盤には、交換用ランプ
向けLED売上高が66億ドルにまで増
加し、照明に使用されるLEDの優に半
分以上を占める見込みである。次に大
きな割合を占めるのは、その他（一般
照明以外）の分野で、2019年には合計
15億ドルに達する。ただしこの分野は、
娯楽、建築、小売ディスプレイ、民生
携帯端末、安全とセキュリティ、オフ
グリッド、ストリップ／ストリング照明
など、多岐にわたる小規模な分野で構
成される。屋外照明は現在、一般照明
の小区分として2番目に大きく、2019年
のLED売上高は8億1500万ドルにま
で増加する見込みである。

照明におけるLEDの種類
　プルイット氏は、照明分野における
LED市場データをさらに深くまで掘り
下げて示した。例えば図9は、照明分
野をLEDの種類別に分類して、5年間
予測を示したものである。LEDは、前
述の出力区分で分類されている。
　一見したところ、このデータには意
外な印象を受ける。これまでの数年間
に耳にしてきた予測では、ますます多
くの照明分野で中出力LEDが増加す
るということだった。しかしここでは、
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図7　照明、特に一般照明は、パッケージLEDの売上高が最も増加する可能性を
秘めた分野である。2014年には、一般照明が照明市場の75%を占めた。
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図8　ストラテジーズ・アンリミテッド社は、2019年には照明市場の86%を一
般照明が占め、交換用ランプが、2位以下を大きく引き離して最も多くのLEDを
消費する見込みだと予測する。
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中出力LEDが市場全体に占める割合
はほぼ一定になると予測されている。
それでも市場全体が拡大するために、
中出力LEDの売上高は2014年の10億
ドルから2019年には18億ドルに増加す
る見込みである。しかし、中出力LED
が占める割合が大きくならないのはな
ぜだろうか。それは、一般的な中出力
の技術プラットフォームに基づく多く
のLEDが現在、0.5Wをはるかに超える
出力で動作し、実際には高出力のカテ
ゴリに分類されているためである。
　一部の高機能な中出力LEDが、高
出力のカテゴリに分類されるにもかか
わらず、その高出力のカテゴリは、全体
に占める割合としては、グラフからわ
かるように減少傾向にある。主にCOB 
LEDで構成される超高出力のカテゴリ
は、全体に占める割合としては最も増
加するする見込みである。その増加の
主な要因としては、次の数点が挙げら
れる。まず、高出力／超高出力LEDの
価格低下は、低／中出力のLEDと比べ
るとかなり小さい。また、COBは、多
くの照明メーカーにとって格段に扱い
やすい。LEDが単一の電気インターフ
ェースを持ち、回路に簡単に搭載する
ことができるためである。さらに、光
学部品に関する最近の特集記事に示し
たように、比較的大きなCOB LED用の
レンズについて、光学部品メーカー各
社による著しい進歩があった（http:// 
bit.ly/1CDtat3）。
　プルイット氏はSILでの発表の中で、
個々の応用分野についても使用される
LEDの種類別に示し、そのうちのいく
つかは特に興味深いものだった。図
10は、A形ランプ、指向性ランプ、
直管ランプを含む交換用ランプにおけ
る、LEDの種類別内訳を示している。
交換用ランプが、一般照明市場の中で
最も価格が重視される分野であること

は間違いない。それでも、LED市場に
占める割合という点では、高出力LED
が今後もこの分野の大きな部分を占め
る。また、COB売上高は、コモディ
ティ化している低／中出力LEDのど
ちらよりも高い割合で増加する見込み
である。
　中出力LEDは、図11に示されてい
るように、商業分野で最も増加する見
込みである。天井に設置されるトロファ
照明は、商業分野で広く採用されてい

る。従来の直線形のフォームファクタの
トロファ照明をターゲットとしたLED
採用の照明器具には、中出力LEDが適
している。均等な照明が得られるよう
に、LEDは狭い間隔で線形に並べら
れる。
　プルイット氏の予測によると、屋外
分野は、COBが最も増加する分野の1
つだという。図12には、屋外分野にお
いて、高出力LEDの使用率は比較的
平坦なままであるのに対し、COBは著
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図9　高出力LEDが、全出力クラスのLEDの総売上高に占める割合は減少してい
く見込みである。
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図10　交換用ランプ分野では、全出力クラスのLEDについて増加が見込まれる。
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しく増加する様子が示されている。上
述のCOB光学部品の改良が、屋外分
野におけるCOBの増加を促進する要因
になるとわれわれは予測している。こ
れまで、COB LEDを採用する照明器
具は、リフレクタに基づく設計によっ
てビームを制御していた。新しいレン
ズは、これまで小さな光源でしか達成
できなかった、格段に優れたビーム制
御を可能にする。

照明市場データ　
　さて今度は、SIL初日のプレナリー
セッションでスモールウッド氏が示し
た、照明製品を中心とする市場データ
を見ていこう（図13）。スモールウッド
氏は、「LED照明市場の規模はどこま
で拡大するか」というタイトルで発表
を行い、ランプと照明器具の両方の市
場について説明した。
　スモールウッド氏は2013年の終わり
ごろに、ストラテジーズ・アンリミテッ
ド社の照明調査を統括する職務に異動
した。同氏はそれ以来、同社が照明市
場を特性評価する方法の刷新を進めて
きた。調査範囲は、LEDを採用する
製品だけでなく、すべての種類の光源
に基づく照明製品へと拡大された。デ
ータは、フォームファクタと応用分野
によって分類されている。またスモー
ルウッド氏は、市場を地域別に分類す
ることのできる市場モデルの開発を指
揮した。同氏は、新しいアプローチに
よって、寿命の長いLED採用製品に
よる飽和と、それと同時に生じる市場
の縮小の可能性についても、より正確
な予測が可能になると述べた。
　まずはランプ市場について、スモー
ルウッド氏は、約450億個のランプソ
ケットが世界中に設置されており、そ
の数は今後数年間で少しずつしか増加
しないと述べた（図14）。現在、90億個
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図12　屋外照明用LEDの売上高は引き続き増加する見込みで、最も成長が見込
まれるのはCOB（chip on board）LEDである。

図13　ストラテジーズ・アンリミテッド社のフィリップ・スモールウッド氏は、ランプと照明器具
の市場調査結果を報告した。
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図11　中出力LEDは、商業用照明器具（具体的にはトロファ照明）において特に
増加が見込まれる。
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の白熱灯製品がこれらのソケットに設
置されており、その数は2022年まで
に20億個未満にまで減少すると予測
される。スモールウッド氏の予測によ
ると、直管蛍光灯と小型蛍光灯（CFL：
Compact Fluorescent Light）は2022
年まで普及した状態が続くという。LED
を採用する交換用ランプによって置き
換えられるのは主に白熱灯となり、蛍
光灯とハロゲンランプの置き換えは一
部にとどまる。
　しかし、この予測期間を通して、ラ
ンプの設置数と出荷数には大きな違い
があることに注意してほしい。ストラ
テジーズ・アンリミテッド社の新しいモ
デルでは、アナリストらが、世界全体
のデータと地域別のデータを報告でき
るようになっている。例えば図15は、
北米のA形ランプについて、両者の違
いを示している。図15の左側の設置数
のグラフでは、白熱灯製品がある程度
の割合を占めるが、その出荷数は、LED
ランプの出荷数が増加し続けるのに伴
って急激に減少する見込みである。
　スモールウッド氏は、2014年の世界
市場全体に占めるLEDランプの割合
は5%だったと報告した。同氏は、そ
の普及率が2018年に28%、2022年に
は52%にまで増加すると予測している。
その数字は小さく聞こえるかもしれな
いが、ランプ市場全体には、蛍光灯が
今後も主流であり続ける直管ランプが
含まれていることに注意してほしい。
実際、スモールウッド氏は、直管蛍光
灯が2022年になってもなお、ランプ
出荷数の20%以上を占めると予測し
ている。
　皮肉なことに、スモールウッド氏は、
ランプの種類別にデータを掘り下げた
際に、LED採用の交換用直管ランプ
について、非常に強気な予測も示した。
同氏は、LED採用の交換用直管ラン

プという概念が、LED採用の一体型
照明器具などの製品と比べて、良いア
イデアになるとはまったく思わなかっ
たことを認めた。しかし、調査からは、
同市場がそのような直管形製品に大き
く依存する見込みであることが明らか
となっている。交換が簡単だからとい
うのが、その最大の理由である。スモ
ールウッド氏は、直管形製品の出荷数
がCAGR29%で増加すると予測してい
る。ただし、予測期間の終盤にはソケ
ットの飽和によって、成長が鈍化する

見込みである。
　全般的な飽和は、それよりも急速に
進むように感じるだろう。ランプの総
出荷数は、2022年までに44%減少する。
直管形製品を除く、その他すべての種
類のランプについて、出荷数は2020年
までに減少に転じる見込みである。
　それでも、ランプ市場は、売上高と
いう面ではかなりの規模を維持すると
予測される。図16は、ランプ市場の売
上高を、光源技術別に示したものである。
売上高は2018年の210億ドルでピー

北米の家庭におけるA形電球の設置数
〔単位：10億個〕
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図15　北米におけるA形白熱電球の設置数の減少は緩やかになる見込みである。
ただし、LEDランプの出荷数の増加に伴い、その新規出荷数は既に急激に減少し
ている。
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図14　世界中に設置されているランプの個数については、光源技術という観点に
おいて混在した状況が2022年まで続く。
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クに達するが、2022年でも160億ドル
とかなりの額に達する見込みである。
　スモールウッド氏は、照明器具の分
野についても説明した。ストラテジー
ズ・アンリミテッド社のチームは、広範
な照明器具分野を対象に、格段にきめ
細かいモデルを開発した。同チームは
現在、この市場を、以下の様々な種類
の照明器具によって分類している。
　･ ダウンライト
　･ トロファ照明

　･ 高天井照明
　･ 吊り下げ式照明（ペンダントライト）
　･ トラックライト
　･ 街灯
　新しいモデルにはさらに、小売、オ
フィス、娯楽といった応用分野別に、
データを仕分けする機能がある。この
2種類の分類を、個別または同時に適
用することができる。また、LED採用
照明器具についてストラテジーズ・ア
ンリミテッド社は、LED採用の交換用

ランプを使用する照明器具と、LED採
用の一体型設計に基づく照明器具に分
けてデータを追跡した。
　2014年には、両方の種類のLED照
明器具が、設置数で照明器具市場全体
に占める割合は4%未満だった。ただ
し繰り返すが、設置数と出荷数は異な
る。図17は、市場規模と、照明器具
に搭載されて出荷される光源技術の両
方を、端的に示している。照明器具の
売上高は、2014年の590億ドルから
2022年の660億ドルにまでしか増加し
ない。しかし本稿の冒頭に記したよう
に、2022年には照明器具の69%が、
LEDを採用したものになる。
　スモールウッド氏は、いくつかの興
味深い見解を示して、自身の発表を締
めくくった。同氏は、「照明業界は、
LEDが未来であることを認めている」
と述べた。同氏はこの移行を、フィラ
メントからLED光源への進化である
と特徴付けた。ただし、光源の変化と
は別に、進行中の変革があると同氏は
付け加えた。
　スモールウッド氏は、「その変革と
は、LED照明に付随するネットワーク
や制御といった補助的な製品や技術で
ある」と述べた。センサ駆動の自律制
御またはプログラム制御に基づくスマ
ート照明が、良い例である。スモール
ウッド氏は、その変革が「目的ある照
明」をもたらすとも述べた。照明は、
人間の快適性、生産性、セキュリティ、
安全性といったニーズに特化したもの
になると、同氏は述べた。
　スモールウッド氏は聴衆に対し、「米
シスコ社（Cisco）がStrategies in Light
の基調講演を行うと思ったことがあっ
ただろうか」と尋ねた。同社は実際に講
演を行った。それを含む、インパクトの
高い基調講演については、US版の43
ページの特集記事を参照してほしい。LEDJ

世界の照明器具市場予測

交換用LED

一体型LED
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HID
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図17　世界の照明器具市場は、2022年まで緩やかに成長する見込みだが、
LEDを採用する製品が、その売上高に占める割合は、ますます大きくなると予測
される。
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0

5

10

15

20

202220212020201920182017201620152014

LED交換用ランプ

$18B

$21B

$16B

白熱灯

ハロゲン

蛍光灯

CFL

図16　世界のランプ売上高は、寿命の長いLEDを採用する製品への置き換えが
進んで、ソケットの飽和が生じ、4年ほどでピークを迎える見込みである。




