laser marketplace 2016

laser marketplace 2016

2016 年版レーザ市場予測

レーザ市場は
世界経済の低迷を
乗り切れるか？
ほとんどの経済予測筋が、
世界経済は低迷するという一致した見解を示している。しかし、
レーザ業界は今日のレーザ技術が提示する魅力的な ROI とエネルギー効率によって、他
業界から一歩抜きん出たセールスを維持できる可能性がある。
ゲイル・オーバートン
アレン・ノジー
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レーザ年間売上高の推移と 2016 年の予測

21 世紀のイノベーションに向けて着
実に前進する能力に加えて、国際光年
の勢いを新たに味方につけたレーザ業
界は、約 3% という世界の国内総生産
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とか乗り切ることができるだろうか。で
きる、というのが本誌の見解だ。2016 年
の世界レーザ売上高は 4.2% 増加して
105 億ドル弱に達すると本誌は予測し
ている。
レーザ市場を「強い不安」を抱えた
状態に陥れた 2008 〜 2009 年の世界金
融危機の幕開けから、7 年以上の歳月が

出典：ストラテジーズ・アンリミテッド社

過ぎ去った。株式市場は回復し、中に
は一時的ながら高値記録を更新したケ

zation for Economic Co-operation and

2012 〜 2014 年 の平 均 売 上 高 増 加 率

ースもある。英国 FTSE 100 は、2000

Development）
までもが2015年11月、
「新

5.5% とはかけ離れたいわば異常値だ

年、2007 年、そして2014 年から2015 年

興経済の課題、脆弱な貿易と潜在経済

が、ファイバレーザと 3D プリントシス

初頭にかけて 7000 弱という最高水準

成長に対する不安を考えると、6 月発表

テムの世界的な成功は、決して異常な

に近い値を達成した。上海証券取引所

のOECDアウトルックと比べて、下ぶれ

ケースではない。これらは単なる 2 つ

（ SSE：Shanghai Stock Exchange ）
は

リスクや脆弱性の高まりが考えられる」

の例にすぎず、先進国と新興国の両方

景気後退後に約 2000 ポイントまで下落

と述べ、
「 2015 年の世界経済成長率は

で ROIと製造効率を高めることにより、

したが、2015 年半ばには 5000 台に達

約 2.9％に弱まり、長期的見通し平均を

いかなる経済状況においても一歩抜き

するまでに回復した。

はるかに下回る」との予測を示した。

ん出た業績をもたらすことのできる、優
れたレーザ技術が他にも多数存在する。

2015 年終わりのダウ・ジョーンズ工

それでも一部の企業は、平均をはる

業平均株価（ Dow Jones Industrial Av

かに上回るレーザ売上高を達成してい

erage ）
は、1 万 8000ドルを突破したが

る。米 IPG フォトニクス社（ IPG Pho

（ 2009 年には約 7000 ドルまで下落し

tonics ）が提供する材料加工用ファイバ

「米国は、諸外国が苦しんでいる状況

ていた）
、世界各地に問題の兆候がう

レーザは引き続き、従来の機械式の切

で輸出に頼ることはできない。原油安

かがえる。欧州は相変わらず高い失業

断および溶接装置から市場シェアを奪

にもかかわらず中国は減速しており、

率の問題に加えて、新たに難民危機を

い続けており、同社は 2015 年第 3 四半

中国への商品輸出に依存するオースト

抱えており、米国では量的金融緩和政

期売上高を22% 増の 2 億 4350 万ドルに

ラリアやブラジルは景気後退の危機に

策が終了して、米国の非国防資本財受

まで伸ばすという快挙を成し遂げた。

瀕している。また欧州は、2% 未満の

注が 2015 年の最初の 10 カ月間で 3.8%

一方、LAM（ Laser Additive Manufac

成長率から抜け出せずにいる」と浜松

減少し、
金利上昇懸念がくすぶっている。

turing：レーザ付加製造）
や 3Dプリント

ホトニクス社の米国現地法人ハママツ

そして11月の時点で中国財新
（Caixin）

システムを提供する独 EOS 社は、400

コーポレーションでマーケティング担

の製造業購買担当者景気指数（ PMI：

台のシステムを販売して 2015 年の売

当副社長を務めるケン・カウフマン氏

Purchasing Manager's Index）
は、9カ月

上高が53%増の2億8200万ドルとなり、

（ Ken Kaufmann ）
と述べる。確かに世

間連続で好不況の分かれ目となる50を

26 年前の創業以来の世界システム設置

界各国は相互に絡み合い、互いに依存

下回っている
（訳注：2016 年 1 月時点で

台数を 2000 台の大台に乗せた。

している。

11 カ月連続）
。
経済協力開発機構（ OECD：Organi

強気材料と弱気材料

これらの高い 2 ケタ成長率は、本誌

しかしそれでもカウフマン氏は、技

が 調 査 し た 主 要 レーザ 企 業 15 社 の

術に関して強気の見解を示した。「人
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口高齢化に伴い、生体計測および医療

中国都市生活者が、住居、車、中流

いうものの、2015 年の2.6%から2016 年

業界は規模を拡大する。石油・ガス業

層向けの電子機器を求め、経済を活性

の 2.8% へとわずかにしか上昇しない米

界にはさらなる排出監視が求められる

化させる。中国の成長が減速している

国の GDP 成長率に比べれば、かなり

ようになり、それに応じて、例えば検

と世界は捉えるかもしれないが、それ

健全な成長率だといえる。

知計測機器や量子カスケードレーザ

でも、中国が既に世界第 2 位の経済大

米コヒレント社（ Coherent ）などの

（ QCL：Quantum Cascade Laser ）
とい

国であることを考えれば、世界名目成

企業は、一部の市場分野における中国

った技術に対するニーズが高まる。ま

長率が 3% である中で 6.8% はかなり高

での成功によって引き続き利益を上げ

た、エレクトロニクス・カメラ・画像処

い水準である」
（グ氏）

ている。このことは、同社売上高の51%

理装置が、モノのインターネット
（IoT：
Internet of Things ）
の分野で急伸する

BRIC 諸国の基盤

をアジアが占め、続いて北米が 26%、
欧州が 17% であったことを考えると特

何よりもまず、ウォール街や欧州の

に明らかである。コヒレント社の第 4

日本について、浜松ホトニクス社で

経済界は、中国とその成長鈍化の話題

会計四半期（ 2015 年 10 月 5 日締め）の

海外販売管理担当ゼネラルマネージャ

で持ちきりとなっている。この新たな

売上高は 8 億 250 万ドルと、前年同期の

ーを務める辻村淳氏は、
「日本経済は

経済大国に多くの主要レーザメーカー

7 億 9460 万ドルからやや増加した。フ

上昇している。企業収益と個人消費は

が製品を販売しているためである。エ

ラットパネルディスプレイ（ FPD ）加工

高い水準を維持しており、有利な為替

コノミスト誌（ The Economist ）のイン

用の「 Linebeam 」レーザシステムの販

レートのおかげで輸出企業は価格競争

タラクティブチャ ートでは、 中 国 の

売が好調だったことが追い風となっ

力を維持している」と述べた。辻村氏

GDP が、GDP 成長率、インフレ、人民

た。実際、中国への販売が好調で、米

は、全般的には景気が低迷しているに

元為替レートの増減に基づいて、いつ

IHS 社は、中国が FPD 市場を独占し、

もかかわらず、フォトニクスやレーザ

米国を抜くかを予測することができる。

2018 年までに市場シェアは 35% に達

によって実現される非侵襲型、非接触

入力によって時期にばらつきが生じる

すると予測している。

型、非破壊型の手法に対する需要は高

ものの、それはおそらく 2020 年頃に

中国は、ディスクドライブ、CMOS

いことを指摘した。
「レーザや LED に、

なる見込みだ。国際通貨基金（ IMF：

イメージセンサ、サーバ、メモリチップ、

当社の検出器、光電子増倍管（ PMT：

International Monetary Fund ）が中国

高度な半導体パッケージングおよびテ

photomultiplier tube ）
、フォトダイオー

のGDP 成長率について、2015 年の6.8%

ストサービスに関する技術や IP の買収

ド、画像処理デバイスを組み合わせた

から 2016 年には 6.3% に低下すると予

も進めている。米ガートナー社（ Gart

製品への需要が続くと考えている」と

測しているにもかかわらずである。とは

ner ）は、半導体設備投資支出が 2015

だろう」
（カウフマン氏）

同氏は述べる。
米国ボストンを拠点とするコンサル
ティング企業ボス・フォトニクス社
（ Bos
Photonics ）の社長を務めるボー・グ氏
（ Bo Gu ）
は、
「ウォールストリートジャー
ナル（ The Wall Street Journal ）
やニュ
ーヨークタイムズ誌（ The New York
Times ）が、悲観的な展望を描いてい
る。経済は、心理的な側面に大きく左
右される可能性があり、景気悪化の脅
威がその可能性を長引かせる。しかし、
中国の都市化が今後 10 〜 20 年間でま
すます進むことによる将来の需要を考
えれば、根底にある基盤は強固だ」と
述べる。「毎年、約 2200 万人の新しい
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詳細情報の入手方法
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報告書
「レーザの世界市場 2016 年版」
（www.
strategies-u.com ）から入 手できる。
この報告書には 2018 年までのレーザ
販売数量、平均単価、分野別売上高の
予測が含まれ、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む記事の13 回目
の刊行になる。連載特集では中赤外レ
ーザと超高速レーザを取り上げている。

ストラテジーズ・アンリミテッド社は、
レーザ、LED および照明、イメージン
グを含むフォトニクス市場を専門として
いる。1979 年に設立され、米カリフ
ォルニア州マウンテンビューを拠点とし
ている。ストラテジーズ・アンリミテッ
ド社は、ペンウェル社傘下の多数のブ
ランドの1つである。ペンウェル社傘下
のブランドとしてはその他に、Laser
Focus World、Industrial Laser Solu
tions、BioOptics World、Vision Sys
tems Design、LEDs Magazine、
Lightwave などがある。

年には 1% 減少し、2016 年にはさらに
3.3% 減少すると予測しているが、中国
のチップ製造は集積回路
（ IC：Integrat
ed Circuit ）
市場全体を上回るペースで
成長すると予測されている。中国政府
が今後 5 〜 10 年にかけて 1700 億ドル
近い投資を行うためである。
これまで本誌の市場予測では、主に
米国、欧州、中国を対象とした定性的

数値の情報源
レーザ出荷の推定と予測はストラテジー
ズ・アンリミテッド社による需要と供給
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
年以上にわたってフォトニクス製品に
関する市場調査を実施しており、レー
ザと高輝度 LED を専門としている。市
場分析では、四半期ごとの動向と長期

的なこれまでの動向の両方を検討し、
それらの結果を比較し、調整を行って
明らかな誤差を修正した。さらに詳細
な情報については、2016 年 2 月15日
にサンフランシスコで開催された SPIE
Photonics West 併催のLaser & Pho
tonics Marketplace Seminar におい
て報告された。

概要を読者に提供してきた。しかし、
残りの BRIC 諸国（ブラジル、ロシア、
たらしている。ファイバレーザ材料加

インド）
や、アフリカなどのその他の新

インドに着目してみると、本誌が入

興市場では何が起こっているのだろう

手した情報によれば、高出力レーザ切

工に対する切断、溶接、アブレーション、

か。これらの国はレーザ技術を輸入し

断装置が中国の 1500 台以上に対して

そして AM（付加製造）といった主要な

ているのか、それとも輸出しているの

同国は 70 台程度と、その台数は中国

市場に加えて、さらに 100 種類ほどの

か。また、これらの国は新興国から先

のわずか 5% 程度しかない。インドで

医療機器処理やレーザプロジェクショ

進国への進化によって、将来のレーザ

は、6000 ドルの自動車が製造および

ンといった応用分野が存在し、すべて

販売の増加に向けた頑健な基盤を確立

販売されており、レーザ技術による恩

のレーザ企業に非常に力強い成長機会

できるのだろうか。

恵を受ける余地があるにもかかわら

を提示している。そこには、世界 GDPを

「いわゆる BRIC 市場は、C 市場へと

ず、同国のインフラと官僚的な開発方

上回る成長の可能性が秘められている。

集約している。レーザ販売に大きく貢

式は、オートメーションを避けてより

献しているのは中国のみだ」と独ディ

大きな労働人口を維持することを支持

ラス社（ Dilas Diodenlaser ）
セールスお

している。

コモディティ化に注意
Laser Focus World 誌ではこの年次

今日、インドとアフリカに対する低

レーザ市場予測の執筆を始める際に必

るヨルグ・ノイカム氏
（ Jörg Neukum ）

出力レーザの販売の多くを手掛けるの

ず、業界や学界関係者らに「レーザ業

は述べる。「ブラジルには、高出力レ

は中国メーカーだが、米国や欧州を拠

界のトレンド」や「レーザ販売の大幅

ーザダイオードを組み込む大きなOEM

点とする供給メーカーは、これらの新

な増加につながりそうな『キラーアプ

産業は存在せず、レーザ加工における

興市場と、メキシコで急成長中の市場

リ』」をたずねることにしている。昨年

ブラジルのニーズに対応しているのは、

の動向を注意深く見守っている。メキ

までに得た回答としては、米 JDSU 社

少数の地元のレーザ機器メーカーに加

シコには、自動車メーカーやエレクト

（現在はビアビ・ソリューションズ社

えて、主に欧州や米国のレーザシステ

ロニクスメーカーによって多大な投資

[Viavi Solutions] ）が米マイクロソフト

ム供給メーカーである。為替レートの

が行われている。また、供給メーカー

社（ Microsoft ）の「 Kinect 」によって

問題から、ロシアの顧客による国外製

はロシアについても、採鉱や石油・ガ

収めた成功に代表されるゲームや近接

品の購買力は低下しており、さらに重

ス事業を支える通信や、パイプの溶接

センサ用の赤外線（ IR：infrared ）レー

要な点として、ロシアはウクライナと

およびクラッディングにおける適用機

ザ、光学火災検知用の低価格センサな

の対立に起因する厳しい輸出規制下に

会をうかがっている。

どの IoT クラウドベースのアプリケー

よびマーケティングディレクターを務め

あり、当社は長期顧客に対しても供給

ビーム伝送が進化したことで高出力

ションや、あらゆる種類のフォトニクス

ができない状況だった」とノイカム氏

レーザは、厚みのある材料の切断に対

やレーザ技術を駆使したスマートフォン

は述べ、「インドは当社にとって主に

して従来のプラズマ切断の能力を上回

アドオンなどがあった。

科学分野の市場だが、入札や輸出ライ

り、場合によっては 4 倍もの溶接速度

実際、ほぼすべての街角やショッピン

センスという境界条件が設けられてい

を達成して、人件費が低い新興国さえ

グセンターに設置されている監視カメラ

る」と最後に付け加えた。

をも惹きつける魅力的な製造効率をも

の存在は、われわれの社会のいたるとこ
Laser Focus World Japan 2016.3
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ろに技術が存在することを示す典型的

（ Jeff Immelt ）は、GE 社 の 2014 年 年

う憂き目に遭うためである。

な例である。そしてカメラと同様にレー

次 報 告 書 の中 の CEO からの手 紙 で、

米光学会（ The Optical Society ）の

ザも、普遍的な量産用途に対するOEM

「照明は、弊社の最も古い事業である。

シニアアドバイザーを務めるトム・ハウ

装置リストに加わりつつある。既に、

LED と分析技術の組み合わせによっ

スケン氏（ Tom Hausken ）
は、
「何を求

100ドルの小型ライダ
（LIDAR: Light De

て、かつては電球が設置されていた場

めるかに注意する必要がある。400G

tection And Ranging：光検出と測距）

所にコンピュータが配置されるように

トランシーバ、キロワットレベルのフ

システムは、すべてを見通すドローンや

なった」と記した。「世界中のあらゆ

ァイバレーザ、スマートフォンディス

手頃な価格の自律走行車の実現を約束

る都市で、GE は街灯を都市生活の分

プレイにおける量子井戸レーザの技術

し、フリーフォームの光学部品は、車載

析頭脳に転換する取り組みを進めてい

には目を見張るものがある。普通の

レーザダイオード照明や、複雑なデザ

る」
（イメルト氏）

人々にとっては、魔法かと見まがうほ
どだ。しかし時にわれわれエンジニア

インの LED 照明器具を実現している。

Lux Review 誌のある記事は、GE 社

残念なことに、さまざまな分野にお

が電球を、より収益性の高い照明サー

は、悲しいことに賢くなりすぎてしまう。

いてレーザの適用範囲が拡大し、製造

ビスやインフラ事業における客寄せの

技術を急速に進歩させて、厳しい基準

量が増加し、必然的に製造コスト（と

ための激安商品として利用するつもり

を設定することは、ある世代の R&D

販売価格）が低下するにつれて、レー

だと推測している。LED 電球の価格が

によって十分な利益を回収しないま

ザの利幅は縮小し、コモディティ化／

この 3 年間で 25 ドルから 4 ドル未満に

ま、市場が次世代へと移ることを意味

価格破壊の状況が訪れて、多くの通信

まで低下した経緯を見れば、十分な利

する場合がある。その良い例が、太陽

コンポーネント供給メーカーや、CD ／

幅を得る余地があるはずもなく、また、

電池でありLEDである」と述べた。
「価

DVD などの光ストレージ用レーザメー

20 年間使用可能なこの製品に交換の

格の引き下げに対する野心的な目標は

カーを悩ませている。

市場機会はほぼないに等しい。この現

達成したが、今では利益を得るのが難

これを象徴する1つの例として、米ゼ

実からは、量産レーザ用途の法則が容

しい状況になっている。ばかげた『曲

ネラル・エレクトリック社
（GE：General

易に導き出せる。つまり、実際には「ニ

げ加工金属』製品と私があえて呼ぶも

Electric ）は同社照明事業、特に LED

ッチ」な製品の方が、次の「トレンド」

のを販売する企業は、FTTH
（Fiber To

ベースの電球の採算性モデルを見直す

となるレーザ技術よりも収益性が高い

The Home ）レーザや LED などの利幅

ことを決断した。同社最高経営責任者

かもしれないということだ。トレンド

の低い製品を購入してそれを顧客のニ

（ CEO ）を務めるジェフ・イメルト氏

技術は必ず、売上総利益率の減少とい

ーズに合った筐体に取り付けた方が、
より大きな利幅が得られる場合が多

市場別応用分野
光ストレージ
計測機器とセンサ

い」
（ハウスケン氏）

ディスプレイ

しかしハウスケン氏は、レーザの量

印刷

産販売をしてはいけないと忠告してい
るわけではない。「市場に先に参入し
た企業が、高い価格設定、規模、ROI
材料加工

医療と美容

（ Return On Investment：投資利益率）
という点においてメリットを享受する。
また、次の大ブーム
（the next big thing）
に対して優位な立場に立つことにもな

R&Dと軍用

る」と同氏は述べた。

目標は高く
—各種行政機関の取り組み

リソグラフィ
通信
出典：ストラテジーズ・アンリミテッド社
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米政府機関は、主要な科学的専門分
野に的を絞って投資を行わなければ、

次の大ブームは訪れないと確信してい

社会的課題に対処し、研究機関のアイ

る。そこで設計されたのが、米国製造

ディアを市場に取り入れつつ、科学と

イノベーションネットワーク（ NNMI：

産業に画期的進歩をもたらすことを目

National Network for Manufacturing

的としている。

レーザ市場別分析
2015 年のレーザ売上高は、材料加
工とリソグラフィの分野が、通信と光

Innovation ）だ。新たな先進的製造技

中国政府は、今後 10 年間で世界を

ストレージの分野を上回る結果となっ

術に対する官民の投資を調整し、製造

リードする製造国になることを目指す

た。上述のコモディティ化の問題がそ

イノベーションの進歩と商業化の促進

「メイド・イン・チャイナ 2025 」
（ Made

の主な理由である。売上高が 3 番目に

に向けて業界、学界、政府機関の連携

in China 2025 ）ロードマップの一環と

高かったのは、科学研究と軍用の分野

を強化することを目的とする。

して、
「レーザ産業の黄金の10 年間」を

で、以下、医療と美容、計測機器とセ

オバマ政権によって既に設立されて

築き上げることも計画している。中国

ンサが続く。エンタテインメント、ディ

いる 7 つの製 造イノベーション機 関

HG レーザ社（ HG Laser ）社長のミン・

スプレイ、画像記録の分野は、規模は

（ IMI：Institutes for Manufacturing

ダヨン氏
（Min Dayong）
は2015年11月、

相変わらず小さいが、重要なレーザカ

Innovation ）
のうち、最初に設立された

第 12 回 中 国 光 谷 国 際 光 電 子 博 覧 会

テゴリの 1 つである。

のが、AMと3Dプリントを対象とする

（ Optics Valley of China International

アメリカ・メイクス
（ America Makes ）

Optoelectronic Exposition and Fo

だった。2015 年半ばには、ニューヨー

rum ）
で、レーザは高度な製造ツールと

2008 ／ 2009 年の大不況以降で、世

ク州立大
（ SUNY：State University of

して、世界をリードする製造大国に向

界製造業界の見通しがこれほどまで不

New York ）が率いるコンソーシアム

けた中国の変革において重要な役割を

透明だったことはなかった。世界経済

に、米国防総省による 1 億 1000 万ド

担うだろうと述べた。

はこの数カ月間で悪化の一途をたどり、

材料加工とリソグラフィ

ル相 当 の助 成 金 が交 付 され、IP-IMI

国際的なフォトニクスプログラムは

中国、東南アジア、欧州、中東におけ

（ Integrated Photonics Institute for

今後も、レーザ業界にメリットをもた

る最終財の需要が低迷して、米国西海

Manufacturing Innovation ）が設立さ

らし続ける。光に基づく技術に対する

岸の港を出る船舶が空のコンテナを積

れた。現在は、AIM Photonics
（Ameri

認識を高めるとともに、願わくは大小

んでアジアに引き返す事態となってい

can Institute for Manufacturing Inte

両規模の企業の財政状況の改善につな

る。他国が苦しむ中でも好調を維持し

grated Photonics ）と 呼 ば れ て い る。

がることを期待する。

た米国製造業にさえも、非必需財に対

この IP-IMI は、フォトニクス集積回路
（ PIC：Photonic Integrated Circuit ）
の
設計、製造、テスト、組み立て、パッ
ケージングの最新技術の発展を目的と
している。
欧州では、先進的な製造および材料、
産業用バイオテクノロジー、マイクロ／
ナノエレクトロニクス、フォトニクス、
ナノテクノロジーを対象としたフレー
ムワークプログラム（ FP：Framework
Programme ）や KET（ Key Enabling
Technologies ）センターを基に、欧州
連合（ EU：European Union ）
の研究・
イノベーションプログラム「 Horizon
2020 」が開始された。2014 〜 2020 年
の間に（民間投資に加えて）850 億ドル

材料加工とリソグラフィ
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
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
のレーザも含まれる。
欧州のほぼ全域で景気が低迷し、中国で
は景気の減速が大きく報じられ、米国では
ドル高が続くにもかかわらず、産業用レーザ
の販売はかなりの好調を維持し、高出力フ
ァイバレーザの販売が特に好調だった。自動
車（特に軽トラックと SUV）の販売は 2015
年に記録を更新し、これが金属切断用レー
ザの販売促進につながった。
中国では、先進的製造のハブになること
を目指す中国政府の積極的な政策にレーザ
販売が大きく支えられており、この目的に向
けたレーザ販売は、いかなる景気減速の影響

売上高 3358 3530
〔百万ドル〕

3863

4119

4261

年 2012 2013 2014 2015 2016

も受けない状態となっている。マーキングや
その他の低出力用途向けのレーザ販売はやや
減速したが、超高速レーザの販売は好調を維
持している。

近くの資金が助成される。この助成は、
Laser Focus World Japan 2016.3
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する消費者需要の低下とともに輸出が

フォトニクス社である。同社は第 3 四

発行された Industrial Laser Solutions

減少したことによる影響が表れ始めて

半期売上高が前年同期比 22% 増とい

誌の値から調整されている。本誌のパ

いる。

う素晴らしい業績を報告し、季節調整

ートナー企業であるストラテジーズ・ア

後の第4四半期売上高予測を合わせて、

ンリミテッド社
（本稿データの集計元で

界市場分析は、少なからぬ不安を抱き

同社の売上高は 10 億ドルの大台近く

もある）が、技術の進歩を反映してカ

ながらのやや重苦しい雰囲気に包まれ

まで達する見込みとした。同社に続い

テゴリを変更したためである。また、

た作業となり、世界の重要地域が世界

て、コヒレント社
（売上高は 8 億 200 万

高出力ディスクレーザの売上高が、固

製造業界に与える影響を、ビジネスメ

ドル、前年比 1% 増）と米独ロフィンシ

体レーザのカテゴリに集計されている

ディアの見出しから拾い集めることが

ナール・テクノロジーズ社（ Rofin-Sinar

ことにも注意してほしい。

行われた。

Technologies ）
（売 上 高 は 5 億 2000 万

そのため、2016 年の産業用レーザ世

欧州では、厄介な経済ニュースが何

ドル、前年比 2% 減）がある。

2015 年には、マクロ加工用のファ
イ バ レーザ が 引 き 続 き 力 強 く 成 長

カ月も続いた後にようやく安定化の兆

ここではいったい何が起きているの

（ 22% ）
したことに牽引されて、産業用

しを見せ始めていたところで、世界有

だろうか。レーザ業界は市場の強さと

レーザ売上高が 6.9% 増加した。マク

数の自動車メーカーによるスキャンダ

いう点において、世界製造業界とは同

ロ材料加工は、産業用レーザ総売上高

ルやテロ事件の大惨事によって西欧諸

調していないのだろうか。それとも、

の約半分を占める。これらのレーザは

国は大きな衝撃を受け、事態がエスカ

技術のこれまでの活発な進歩がその展

通常、ユニット当たりの販売価格が高

レートすればユーロ圏諸国の成長が抑

望を曇らせているのだろうか。結局の

いため、当然の結果といえる。全体的

制されるのではないかという懸念が生

ところ、四半期ごとに力強い 2 ケタ成

には、溶接用レーザの設置数が 17% 増

じている。アジアでは、中国と日本
（日

長を示しているのは、IPG フォトニク

加したことを受けてマクロ材料加工は

本は現在、企業優先の政策を打ち出す

ス 社 の 1 社 の み で あ る。Industrial

9% の成長を示した。

安倍政権の発足以来 2 度目の景気後退

Laser Solutions 誌では、世界中の 40

ファイバレーザは 2015 年に入っても

にある）における混乱した市場状況に

社を超える公開企業の業績を調査して

高い成長率を維持し、炭酸ガスレーザ

引きずられる形で景気が低迷してお

いる。全般的には好調な四半期業績と

（ CO2 レーザ、5% 減）と固体レーザ（増

り、新興諸国や世界のその他の国々に

不調な四半期業績が入り混じっている

減なし）と引き換えに、市場全体に占

よる期待していた寄与が得られなかっ

が、最大規模を誇る複数の企業が 3 四

めるシェアを拡大させた。ファイバレ

たことで、その流れにさらに拍車がか

半期を通して成長を見せた。これらは、

ーザはあらゆる分野にわたって増加

かった。

ファイバレーザと超高速レーザの供給

し、 マーキング用 の低 出 力レーザで

メーカーである傾向が高い。しかし、

6%、微細材料加工用の中出力レーザ

に、産業用レーザ業界では、各種主要

それらのレーザを使用するのは、上述

で10%、マクロ加工用で22%増加した。

メーカーによる好調な決算発表に牽引

の経済的難局を抱える市場分野のメー

そのうち、金属切断の増加は 5% と、

されて楽観的な姿勢がうかがえた。ま

カーではないのか。

その業界の成長率と一致する結果とな

このような気の滅入る状況とは裏腹

ずその基調を打ち出したのは、産業用

実はそうとは言い切れないのである。

った。

レーザ／システムの供給メーカーとして

ようやく世界の工作機械販売と足並み

中〜高出力のファイバレーザとディ

最大規模を誇る独トルンプ社
（ Trumpf ）

を揃えるようになったレーザ業界だが、

スクレーザが市場シェアを侵食する中、

だ。 同 社 のレーザ技 術（ Laser Tech

主要市場分野の好調な販売が 2016 年

CO2 レーザは、低〜高出力のすべての

nology ）
グループは、2014 ／ 15 会計年

上半期の売上高まで続くことから、再

分野で市場シェアを落とした。固体レ

度に 9 億 4600 万ドルと、前年比 16.8%

びその成長曲線を引き離す可能性があ

ーザは横ばいを維持した。ディスクレ

増もの売上高を上げ、同社全体として

る。ファイバレーザと超高速レーザが特

ーザの売上高が増加したことで、マー

は 2015 ／ 16 会計年度について、1ケタ

定の業界でかなり売上高を伸ばしてお

キング用のダイオード励起固体

成長の見通しを示すこととなった。

り、業績の劣るそれ以外のレーザの売

（ DPSS：Diode Pumped Solid State ）

市場をリードするトルンプ社に挑む
のが、ファイバレーザメーカーの IPG
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上高を牽引する形になっている。
2014 年の売上高は、2015 年 1 月に

レーザの減少が相殺された。切断と溶
接用の高出力ダイオードに対して見込

まれていた成長は、2016 年にずれ込

はり、この項の冒頭の材料加工分野に

む見込みである。

関する記述に結論は帰着する。つまり、

年 9 月 26 日締め）の売上高は 8750 万ド

レーザ製造市場の減速を示す最初の

レーザ業界は世界製造業界とは同調し

ルと、前四半期の 8220 万ドルよりも増

兆候は、2015 年にマクロ加工が 9% と

ていないのである。この状況は、一部

加した。InP（インジウムリン）PIC ベ

いうより堅実な成長を見せたのに対

の業界に当てはまるようだ。航空宇宙、

ースの 100G 製品が大きく成長したと

し、マーキングと微細材料加工の成長

自動車（ SUVと軽トラック）
、金属製品

いう。同じ四半期に、インフィネラ社

が 1 ケタ（それぞれ 4% ）にとどまった

工業、医療機器といった業界は、2016

の売上高は 2 億 3250 万ドルで、前四

ことに表れている。

年初頭も好調を維持し、エレクトロニ

半期の 2 億 730 万ドル、前年同期のわ

クス、家電、半導体業界における消費

ずか 1 億 7340 万ドルから飛躍的に増加

リントと呼ばれることもある LAM は、

者主導の景気低迷は、2016 年まで持続

した。メトロと長距離分野の販売が好

厳密には必ずしもレーザ応用とは限ら

する。2016 年は、好調な滑り出しの後

調で、決算短信では自社を「世界で最

ない。あらゆる種類の産業用レーザを、

成長が鈍化すると業界では予測されて

も垂直統合されたトランスポート・プロ

直 接 金 属レーザ堆 積 または焼 結

いる。基本的に 2016 年は、それほど

バイダー」であるとした。

（ DMLS：Direct Metal Laser Sin

悪くもなかった 2015 年の繰り返しに

そして、LAM がある。誤って 3D プ

tering ）の動力源として利用するとい
うこの概念は、世界中のメーカーの関
心を捉え、中程度から特大サイズの加
工システムの販売を急速に増加させて

なると本誌は考えている。

通信と光ストレージ
2015 年には、米オクラロ社（Oclaro）

オクラロ社の第 1 会計四半期（ 2015

フィニサー社は 2015 年 11 月 1 日を
末日とする四半期で通信分野向け製品
の販売が 2.3% 増加した。100G イーサ
ネットトランシーバと、10GB チューナ
ブルトランシーバおよび波長選択スイ
ッチが好調で、売上高が伸びたという。

いる。2015 年には 2014 年よりも 71%

社、米インフィネラ社
（Infinera ）
、米フィ

増加し、2016 年にもその成長を繰り

ニサー社
（ Finisar ）、米ネオフォトニク

また、ネオフォトニクス社の 2015 年 9

返す可能性が高い。

ス社（ NeoPhotonics ）などの企業がシ

月30日を末日とする四半期の売上高は、

半導体・PC 基板・ディスプレイ市場

リコンフォトニクスや PIC における専

前年同期比 2.4% 増の 8360 万ドルだっ

は 2015 年に打撃を受け、産業用レー

門性を活かして、自社の通信用レーザ

た。400G 以降に向けた同社製品の拡

ザもそのあおりを受けて、すべての分

販売をうまく増加させた。

張に取り組む中、100G 製品の販売が

野の中で最大の減少幅（−13% ）を記録
した。これは大半において、業界がこ
れまでにも経験したことのある周期的
な現象であり、2015 年にはゼロ成長
が見込まれているものの、後半には消
費者購買意欲が高まって回復を見せる
と業界では予測されている。
2015 年は、微細材料加工に対する
太陽光発電の分野が好調
（9%）
だった。
電気料金が引き上げられたことで、よ
り多くの米国住宅所有者が太陽光発電
に移行したためである。補助金制度の
改訂に伴い、2016 年にはその成長率
が 5% に抑えられる見込みである。
さまざまなレーザ市場を見てみる
と、上述のごく一部の例外を除き、ほ
とんどの分野で 2015 年は好調だった
ことが明らかである。このことからや

通信と光ストレージ
テレコム、データ通信、光ストレージの用途に使用されるすべての半導体レーザと、
光増幅器用のポンプレーザが含まれる。
2013 〜 2015 年は比較的力強く推移
した通信部門だが、2016 年以降は失速す
る可能性を示す兆候がうかがえる。この分
野は、有線・無線のデータおよび音声需要に
左右される傾向にあり、有線・無線トラヒッ
クは年々増加しているものの、その増加率
は縮小している。また、サービスプロバイダ
ーは、新しい技術がネットワーク全体に展開
された時点で、ネットワークを一気にアップ
グレードする傾向にある。しかし、有線と無
線の両方が現在、移行のはざまにあり、次
世代の無線技術は 2020 年まで到来しない
見込みである。
光ストレージについては、先行きは相変わ
らず暗い。DVD、CD、ブルーレイのメディ
ア販売は引き続き減少し、より多くのクラ
ウドベースのソリューションの出現に伴って
大容量のローカルストレージの必要性は失わ

3442 3502
売上高 3323 3321 3408
〔百万ドル〕

年 2012 2013 2014 2015 2016

れていく。熱支援磁気記録（ HAMR：HeatAssisted Magnetic Recording ）、 つ ま
り、磁気メディアのストレージ容量を増加す
るためのレーザの利用は、今や何年も前から
実 現 が約 束 されてきた。 米シーゲイト社
（ Seagate ）は 2017 年には出荷を開始す
ると述べるが、その頃になって大きな意味
を持つだろうか。利用されるとしても、おそ
らくは大規模データセンター用ということに
なりそうだ。

Laser Focus World Japan 2016.3

23

laser marketplace 2016

「 PIC ベースのシリコンフォトニクス

で低価格の状況へと進行するため、わ

「マルチモード光ファイバリンクは引

はまだ、ディスクリートな FP レーザや

れわれが調査したすべての企業が、他

き続き、データセンター内の 300m 以

DFB レーザよりもコストが 10 倍高い。

の市場分野の需要を満たすために自社

下の接続用に多く利用されるが、25 G

それでも、新たに構築されるデータセ

製品の多角化を図っている」とリー氏

ビット / 秒や 50 G ビット / 秒へとデー

ンターの消費電力を低減するために必

は続けた。

タ速度が増加するのに伴って、伝送距

要である」とレビー氏は警告する。「し

2016 年の通信とデータストレージ用

離は 100m 未満に制限されることにな

かし、光ファイバトランシーバの大口

レーザの売上高は、2015 年よりも約

る」と、カナダのワンチップ・フォトニク

顧客になりつつある超大規模データセ

1.7% 増加して 35 億ドルを超えると本

ス社（ OneChip Photonics ）
の CEO で、

ンター企業が求める、利幅の小さい事

誌は予測する。

米ライトウェイブ・ロジック社（ Light

業を、進んで請け負いたいと考える確

wave Logic ）の取締役会役員も務める

立された企業はほとんどない。実際、

マイケル・レビー氏（ Michael Lebby ）

これらのデータセンター企業はこれま

米バテル記念研究所（ Battelle ）が発

は述べる。「シングルモード光ファイバ

で、供給側にとって経済的に成り立つ

行した2014 Global R&D Funding Fore

リンクは現在、2km と 10km の接続用

かどうかにおかまいなく、一定水準の

cast（ 2014 年度世界の R&D 助成予測）

に推奨されるプラットフォームであり、

価格と性能を要求して、電気通信とデ

によると、世界 R&D（研究開発）
支出は

より競争力のあるレベルまでコストが

ータ通信の市場に（表現は悪いが）カオ

2014 年と 2015 年に増加すると予測さ

低下すれば、100m 範囲の距離に対し

スをもたらしてきたという経緯があ

れている（ただし 2015 年の成長率は縮

て、マルチモードとより対等に競争で

る。そのため、利幅は小さいが規模の

小する）
。現在、米国、中国、日本、欧

きるようになるだろう」
（レビー氏）

大きい事業を進んで請け負う台湾や中

州が、2014 年の R&D 予測支出額 16 兆

国の企業がおそらく、長期的にこの恩

ドルの 78% を占める。さらに、中国の

恵を享受するだろう」
（レビー氏）

総 R&D 支出額は 2022 年までに米国を

好調だった。

さらにレビー氏は次のように続けた。
「マルチモードリンク用の基本的なソー

科学研究と軍用

スエミッタである VCSEL は、100m 未

「通信用レーザ部門で利益を生成し

満の非常に短距離のリンク用に今後も

ているのは主に、InGaAsP/InP（イン

日本は、世界の総 R&D 支出の 10%

まだ利用されるだろう。しかし、大規

ジウムガリウムヒ素リン /InP ）材料を

を占めるが、
（有）
パラダイムレーザーリ

模データセンターの顧客が課す、厳し

ベースとするレーザだ。これは、ギガ

サーチ社長の鷲尾邦彦氏は、「欧州か

い消費電力レベル、サイズ、コストの

ビット変調器付きの低出力シングルモ

らの大量輸入が日本におけるレーザ開

制約を考えれば、シングルモード PICの

ードレーザである」と、欧州フォトニ

発を停滞させており、日本政府はつい

利用が引き続き増加し、それにつれて、

クス産業協会（ EPIC：European Pho

最近まで、産業用レーザ技術に対する

PIC プラットフォ ームに搭 載 される

tonics Industry Consortium ）事 務 局

助成に積極的ではなかった」と述べる。

1310nm ベースのファブリペロー（ FP：

長のカルロス・リー（ Carlos Lee ）氏は

鷲尾氏によると、日本では現在、付加

Fabry-Perot ）レーザや、 分 布 帰 還 型

述べた。
「顧客は、仏アルカテル・ルー

価値の高い新素材の加工に対するレー

（ DFB：distributed feedback ）レーザ

セント社（ Alcatel-Lucent ）
や中国ファー

ザの価値が見直されているという。例

といったデバイスが支持されるように

ウェイ社（ Huawei ）
など、ネットワーク

えば、高温動作のパワーデバイス用の

なるだろう。さらに、今後 5 年間でど

要件を満たす高機能通信システムを設

バンドギャップの広い SiC（シリコンカ

のような PIC プラットフォームが求め

計するためにこれらのコンポーネント

ーバイド、炭化ケイ素）
や、エコカー用

られるかは明らかではない。現時点で

を使用する、少数のシステムメーカー

の炭素繊維強化ポリマー（ CFRP：Car

利用されるのはインジウムリンだが、

である」
（リー氏）

bon Fiber Reinforced Polymer ）とい

シリコンフォトニクスとポリマーフォ

「この分野を主導するのはフィニサー

抜いて首位になると予測されている。

った軽量で高強度の複合材料である。

トニクスはともに、この市場に対する

社で、2014 年には同分野売上高の16%

「日本は現在、短パルスおよび超短パ

有力な候補であり、トランシーバ設計

を占めた。しかし、ほとんどの供給メー

ルスモードと CW（連続波）動作モード

の動向に大きな変化をもたらす可能性

カーが米国またはアジア企業である。

の高輝度で高効率のレーザの開発に投

がある」

通信コンポーネント市場は通常、量産

資しようとしている」と同氏は付け加
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科学研究と軍用

科学研究部門における売上高は、前四

大学や国立研究所などで基礎研究と開発に使用されるレーザと、測距計、照明装置、
赤外線防衛手段、指向性エネルギー兵器研究などの新規および既存の軍用レーザが含
まれる。

加し、バテル記念研究所の世界 R&D

1年がもたらす違いは大きい。2013 年の
米政府の機能停止によって、研究と軍用の両
部 門 のレーザ 支 出 が 大 幅 に減 少 したが
（ 2014 年になっても部分的にしか改善され
なかった）
、2015 年には基本的に平常状態
に戻った。米国と欧州における研究支出は、
全般的には横ばいだが、レーザに充てられる
支出の割合は確実に増加しており、照明、輸
送、そして医療用レーザのすべてに対して、
この1年間で研究が増加した。中国による研
究支出は引き続き増加しており、2020 年
には米国の支出額を上回る可能性がある。
レーザは、軍事分野でもますます重要な役
割を担うようになりつつある。大陸間をまた
ぐ長距離弾道ミサイルの破壊という目標に決
して届くことのなかった「スターウォーズ」並
みの壮大な兵器システムを実現しようなどと
いう夢は消えた。代わって指向性レーザ兵器

半期比で 9%、前年同期比では 13% 増

売上高 792
765
736
〔百万ドル〕

825

886

年 2012 2013 2014 2015 2016

が現在、航空母艦やさらには地上の標的を
攻撃する、小型航空機やドローンなどによ
る近距離の脅威の無効化に利用されてい
る。ノースロップ・グラマン社は 2015 年
9 月、量子カスケードレーザ（ QCL ）
を初め
て採用する軽飛行機用の赤外線防衛システ
ムを製造する 3500 万ドルの契約を受注し
た。このようなシステムだけでも、将来の
契約は今後 5 年間で 15 億ドルをはるかに
超える規模になる可能性がある。

助成予測に示された前向きな傾向と一
致する動きを見せた。
しかし、好調な R&D 部門とは異な
り、ニューポート社の軍用およびセキ
ュリティ部門における売上高は前四半
期よりも 2% 低く、受注は 13.7% 減と、
他のどの部門よりも大きく落ち込んだ。
ただし、ニューポート社の軍用部門の
売上高は、主要な軍用システム供給メ
ーカーとあまり相関性がない。英 BAE
システムズ社
（ BAE Systems ）
は、2015
年6月30日までの6カ月間の売上高が、
前年同半期よりも 11% 増加して 127 億
ドルに達した。同様に仏タレス・グル
ープ社（ Thales Group ）も、2015 年上
半 期 の 売 上 高 が 11% 増 加 し て 67 億
3000 万ドルとなった。

えた。

（ HeCd ）レーザは、株式会社金門光波

軍用レーザ販売がこのような成長率

の売上高の95%を占めている。同社は、

で増加するとは思わないが、特に高出

き続き、新素材の加工や科学分野の最

検査からラマン分光法、さらにはフォ

力レーザと中赤外レーザ技術の増加に

先端にあり、これらのレーザを研究段

トルミネセンスの研究にいたるまでの

牽引されて、軍用レーザ売上高は増加

階から主流分野での実用化へと移行さ

分野で、ゆっくりと着実に成長を遂げ

すると本誌は予測する。Tier1 の防衛

せるには、かなりの研究開発が必要で

てきた。金門光波の業務執行取締役を

請負業者による指向性エネルギー兵器

ある。特に、鷲尾氏も認識しているよ

務める中原氏によると、紫外線 HeCd

（ DEW：Directed Energy Weapon ）
関

うに、カゴメなど、フォトニック結晶

レーザは 2 ケタ成長を遂げているが、円

連の R&D プロジェクトが急増してお

ファイバの一種を用いた超短ビーム伝

安のために輸入材料の価格が非常に高

り、このようなプロジェクトの多くは計

送は、従来の CW 固体レーザと同等の

く、それによって収益が抑えられてい

画期間が長いにもかかわらず、高出力

能力に達するには改良の必要がある。

るという。

レーザを提供する IPG フォトニクス社

超高速または超短パルスレーザは引

幸い、独フォトニック・ツールズ社

米国では、米ニューポート社（ New

などの企業はその恩恵を受けている。

（ Photonic Tools ）などの企業は既に、

port ）
がレーザおよびフォトニクスR&D

米陸軍は 2015 年 8 月、米ノースロッ

微細構造中空コアファイバ（ MHCF：

市場の健全性を表す適切な指標であ

プ・グラマン社
（Northrop Grumman）
に

Microstructured Hollow Core Fiber ）

り、同社の決算報告書で科学研究部門

対し、CIRCM
（Common Infrared Count

の超高速レーザビーム伝送システムを

の売上高を報告している。同社第 3 会

ermeasure ）
プログラムの設計および製

開発済みである。100W を超える平均

計四半期（ 2015 年 10 月 3 日締め）の売

造開発と低率初期生産に関する3500 万

出力のピコ秒およびフェムト秒パルス

上高は1 億 4760 万ドルで、前四半期か

ドルを超える契約を発注した。ノース

を、シングルモード性能を維持しつつ

らは 0.3%と微減したが、前年同期から

ロップ・グラマン社の業界パートナーで

90% の伝送スループットで伝送すると

は 0.9% 増加した。しかし、マイクロ

ある米デイライト・ソリューションズ社

いう。

エレクトロニクスや産業用製造部門は

（ Daylight Solutions ）
が、赤外線ミサイ

低調であったにもかかわらず、同社の

ル攻撃に対する指向性レーザ電波妨害

325 〜 442nm のヘリウムカドミウム
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のための QCL 技術を提供する予定で
ある。

ナダのセラレース・テクノロジーズ社
（ Theralase Technologies ）は、赤色、

また、Laser Focus World 誌 11月号

緑色、近赤外線の光を吸収して癌細胞

の特集記事で取り上げたように、QCL

を破壊する一連の光線力学複合材料

は赤外線防衛兵器以外にも、軍用、生

（ PDC：photodynamic compound ）を

物医学、セキュリティの市場で利用さ

開発しており、現在はカナダ保健省

れつつある。米ペンダー・テクノロジー

（ Health Canada ）と米 食 品 医 薬 品 局

ズ社（ Pendar Technologies ）
は、小型

（ FDA：Food and Drug Administra

QCLアレイモジュールを開発中である。

tion ）
の認可取得に取り組んでいる。オ

7 〜 11μm で動作し、米国土安全保障

スミウムをベースとする同社の PDC の

省（ DHS：Department of Homeland

1 つをラットに適用した最近の実験か

Security ）
の WTIRS（ Widely Tunable

らは、周囲の細胞組織や血管に処置に

Infrared Source ）プログラムの一環と

よる影響を与えることなく、筋層浸潤膀

して、スタンドオフ型爆発物探知に利

胱癌
（ MIBC：Muscle Invasive Bladder

用されるという。

Cancer ）の腫瘍が完全に破壊されるこ

医療と美容

とが確認された。
また 2015 年と同様に、フィンランド

医療と美容
眼科（屈折矯正手術と光凝固手術を含
む）
、外科、歯科、治療、皮膚、毛髪、
その他の美容の用途を含む。

売上高 585 650
〔百万ドル〕

710

787

859

年 2012 2013 2014 2015 2016

医療用レーザ市場は高い回復力を維持
し続けており、どのような景気変動も容
易にはねのけそうな勢いがある。美容や
皮膚科で使用されるレーザは 2015 年に
特に好調で、外科用レーザも僅差でその
後に続いた。レーザは古くから医療に使
用されてきたが、小さな診療所でも手頃
な価格で、過度なメンテナンスや調整を
必要とすることなく使用できるほどの堅
牢性と信頼性が備わったのはここ数年の
ことである。歯科用レーザの市場はまだ
比較的小さい。多くの場合において、小
規模な歯科医院の資力ではまだ手が出な
い存在となっている。

「波長と出力の安定性が求められる

のモジュライト社（ Modulight ）
は、景気

生物医学分野向けに当社が提供する

低迷の兆しをまったく見せることなく、

OEM IQ
（ Instrument Quality：計測器

またしても医療用レーザシステムの売上

品質）レーザは、かなりの関心を集め

高を30% 増加させた。同社が軍用／産

ている」と、米パワー・テクノロジー社

業分野にそれほど注力しなかったこと

（ Power Technology ）のセールスおよ

も関係している。モジュライト社会長

産業分野のエンド市場に現在見られる

びエンジニアリング担当副社長を務め

のセッポ・オルシラ氏（ Seppo Orsila ）

弱まりを緩和した」と述べた。

るウォルター・バージェス氏（ Walter

は、同社の「 ML7710 PDT 」レーザシ

2015 年の医療と美容分野の世界レ

Burgess ）は述べる。
「経済情勢を理由

ステム（ 400 〜 2000nmの波長で歯科や

ーザ売上高は7億8700万ドルだったが、

に、多くの顧客が 2014 年、低価格の

外科から光殺菌にいたるまでのさまざ

2016 年も堅調な成長軌道を維持し、8 億

レーザをアジアから購入せざるを得な

まな応用分野に対応）は、当初は 1 社

5900 万ドルに増加すると予測する。

くなったが、それらの顧客はその決断

の製薬会社のみで利用されていたが、

に悩まされており、米国製のより高品

現在では 6 社を超える製薬会社に利用

質な製品を積極的に求めるようになっ

が拡大されていると述べた。

レーザ美容市場では、米キュテラ社
（ Cutera ）
が第 3 四半期（ 2015 年 9 月 30
日締め）
の売上高として前年同期比 23%

米シンラッド社（ Synrad ）や米ケン

増の 2310 万ドルを報告し（北米では

緩やかだったが、
2016年には「Grande」

ブリッジ・テクノロジー社（ Cambridge

80% 増）、5 四半期連続での 2 ケタ成長

レーザダイオードモジュールの成功に

Technology ）に加えて、最も直近では

を果たした。売上高が大きく増加した

支えられて 10% 増加すると見込んでい

米リンカーンレーザ社（ Lincoln Laser ）

のは、タトゥー除去と良性色素性病変

る。Grande は、当社が 2015 年に提供

も傘下に収めた、米 GSI グループ社
（GSI

の治療用のデュアル波長（ 1064nm＋

した単一レーザの 10 倍に相当する、最

Group ）
は、2015 年第 3四半期売上高を

532nm ）
、 デュアルパルス持 続 時 間

大 20W のレーザ光出力が可能である」

9230 万ドルと、前年同期の 8880 万ド

（ 750ps＋2ns ）
の「 enlighten 」レーザシ

ルから4% 増加させた。GSI 社のCEOを

ステムと、1064nmの長パルスNd:YAG

務めるジョン・ローシュ氏
（ John Roush ）

レーザ「 excel HR 」、そして脱毛用の

線力学療法
（ PDT：photodynamic ther

は決算発表で、「同四半期は、医療分

新しい 755nm の高出力アレキサンド

apy ）
における需要が高い。例えば、カ

野からの受注が好調で、それが先進的

ライトレーザのおかげだという。

ている。2014 〜 2015 年の販売増加は

（バージェス氏）
波長特定のレーザダイオードも、光
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地域的には、美容レーザ販売は北米

つある。2015 年 11 月の時点で 7 チー

で最も急速に成長している。米シネロン・

ムが最終選考に残り、血圧、呼吸、体

メディカル社（ Syneron Medical ）は、

温といった主要な健康指標の測定に加

2015 年第 3 四半期の北米での売上高が

えて 15 種類の病気診断が可能な携帯

15% 増 加 して 6210 万ドルとな っ た。

機器をデモすることになっている。7

前年同期比では 3% 増だが、為替変動

チームのうち、少なくとも 2 チームが

の影響を除くと8% 増だった。米サイノ

レーザ技術の利用を公表している。米

シュア社（ Cynosure ）の第 3 四半期売

DNA メディシン・インスティチュート

上高は 10% 増加して 7840 万ドルとな

社（ DNA Medicine Institute ）
はレーザ

り、そのうち 29% は北米によるものだ

蛍光法を利用し、インドのダンヴァント

った。前年同期と比較して米国外売上

リ社（ Danvantri ）はレーザベースのパ

高は、不利な外国為替相場の影響と、

ルスオキシメータと IR レーザダイオー

欧州と中国で引き続き低調だったこと

ドを含むさまざまなコンポーネントを

に起因して横ばいに終わったと、サイ

利用している。

ノシュア社は述べた。
「当社の売上高のうち、75% が欧州、

どのチームが優勝するかに関わら
ず、医療用レーザ分野は、厳しい経済

10% が中東、15% がアジアによるもの

情勢においてもますます多様化が進む

で、欧州南部で、7 年も続いた失業率

だろう。人口高齢化はほとんどの先進

の高い状態から景気がゆっくりと回復

国が抱える悲しい現実であり、結核用

に向かい、非必需財に対する消費が再

のダイオードレーザベースの呼気検査

び増加していることをうれしく思っ

やアルツハイマー病早期発見用のレー

た」と、スペインのモノクロム社
（ Mono

ザベースの目の検査といった、レーザ

crom ）
のセールスおよびマーケティング

ベースのPOC
（ Point Of Care：ポイント・

ディレクターを務めるカルレス・オリア

オブ・ケア）診断装置は、先進国と新興

チェ・フォント氏（ Carles Oriach Font ）

国の両方で利用され続けることになる。

は述べている。「当社の OEM レーザの
販 売 は、 各 種 シ ス テ ム 供 給 業 者 が
FDAとCEの一定の認可を得たことで、

計測機器とセンサ
分光法、多光子顕微鏡法とその無数

2015 年に 40% 増加した。現在は、当

の派生手法、光干渉断層法
（ OCT：Opti

社レーザの販売が、2kW を超える高出

cal Coherence Tomography）
、ライダ、分

力レーザから美容レーザ機器に必要な

布型光ファイバおよび音響光学検知シ

1.2kW 未満の低出力レーザへと移行し

ステムは、レーザに基づく数多くの計

ており、2016 年には販売が 25% 増加

測機器や検知システムの一部であり、世

すると見込んでいる」
（フォント氏）

界中でますます普及が進み、いたるとこ

美容レーザはまさに「キラーアプリ」の

ろで使用されるようになっている。こ

代表だという意見は間違っていないが、

のレーザ分野は 2016 年に 6 億 7500 万

美容や外科手術以外の分野でも、米ク

ドル規模にまで拡大すると本誌は予測

アルコム社（ Qualcomm ）
のクアルコム財

する。

団が主催するコンテスト「 Qualcomm

非常に興味深いことに、大小を問わ

Tricorder X-Prize 」
（ http://tricorder.

ずあらゆる国々がさまざまな計測機器

xprize.org ）によってキラーアプリとし

や検知用にレーザを利用している。リ

てのレーザの認知度はさらに高まりつ

トアニアレーザ協会（ Lithuanian Laser
Laser Focus World Japan 2016.3
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Association ）
の 2013 年の発表によると、

trometer ）
を製造している。インテグレ

は、次々と新しいレーザ手法が開拓さ

リトアニアは高エネルギーのピコ秒レ

ーテッド・オプティクス社（ Integrated

れているとケンダーズ氏は述べる。特

ーザと超高速パラメトリック光発生器

Optics ）は、ラマン分光法と蛍光分光

にファイバに基づくレーザは、Ti: サフ

の世界市場の 50% 以上を占め、レーザ

法用の「 MatchBox 」シリーズの小型

ァイアレーザでは達成できない波長範

技術企業 22 社による 2012 年の総売上

レーザと、表面増強ラマン散乱（SERS：

囲が比較的容易に達成できるという。

高は6400万ドル弱にものぼったという。

Surface Enhanced Raman Scatter

「当社のマルチカラーレーザエンジン

22 社の従業員数は 600 人で、その10%

ing ）基板の特許を保有している。また

も、共焦点顕微鏡や血球計算によく利

が博士号取得者である。

テラヴィル社（ TeraVil ）は、テラヘル

用されることから、ますます関心を集

ツ時間領域分光システムとコンポーネ

めている」
（ケンダーズ氏）

その売上高の 25% は、産業用材料
加工市場によるものだが、リトアニア
のレーザ企業（以下記載の企業はすべ

顕微鏡法、分光法、血球計算計測機

ントを製造している。
「2015 年は、全般的に超高速レーザ、

器に加えて、OCT や光ファイバ検知に

て首都ヴィルニアスに所在）は、計測

特に超高速ファイバレーザが産業分野

も減速の兆しは見られない。
2013年には、

機器とセンサ用のレーザ供給に深く関

で飛躍的に進歩した年だったと私は思

OCT の先駆者であるエリック・スワン

与している。ブロリス・セミコンダク

う」と、独トプティカ・フォトニクス社

ソン氏（ Eric Swanson ）が OCT 計測機

ターズ社（ Brolis Semiconductors ）の

（ Toptica Photonics ）社長のウィヘル

器市場の規模を 4 億 5000 万ドルと見

中赤外半導体広帯域ゲインチップは、

ム・ケンダーズ氏（ Wilhelm Kaenders ）

積もり、OCT 市場が毎年10%を超える

広範囲にチューニング可能な分光法用

は述べている。同社は 2015 年 9 月 30

成長率で成長すると予測する観測筋も

途に適している。エクスプラ社
（Ekspla）

日を末日とする同社会計年度の売上高

あった。眼科用OCT が引き続き、最も

は、テラヘルツ第 2 高調波発生
（ SHG：

が 10% 増加した。
「バイオフォトニク

人気の高い用途で、心臓血管と消化官

Second Harmonic Generation ）
分光器、

スや生物医学から二光子光重合や高速

の用途がそれに続く。例えば、独カー

振動和周波数発生
（SFG：Sum Frequen

材料加工にいたるまで、当社が製品を

ルツァイス・メディテック社（Carl Zeiss

cy Generation ）
分光器、コヒーレントア

提供するすべての市場でそうだったと

Meditec ）は、同社の Ophthalmic Sys

ンチストークスラマン分光器（ CARS：

いえる」
（ケンダーズ氏）

tems（眼科用システム）事業部門の第 3

Coherent Anti-Stokes Raman Spec

多光子／非線形顕微鏡法の分野で

四半期決算前の 9 カ月間の売上高が
13.9%（為替調整後で 5.7% ）
増加したと

計測機器とセンサ

述べた。同社によると、特に屈折レー

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、LIDAR（ライダ）、バーコードリーダ、その他
のセンサが含まれる。

役割を演じたという。

レーザ計測機器とセンサには、多くの分野
でますます重要性を増しつつある多様な用途
が含まれる。ライダがほとんどの自律走行車
で必須であるだけでなく、通常車両のセルフ
パーキング機能、車線逸脱（lane departure）
防止支援、自動運転制御などの安全性を維
持するための用途にも、レーザセンサがます
ます多く採用されつつある。ガスや石油の掘
削用に販売されるファイバセンサの数は急激
に減少しているが、橋梁監視やセキュリティ
といったファイバセンサの他の応用分野でそ
の減少分がほぼ埋められている。
バーコードリーダや PC マウス用のレーザ
など、この分野の一部の用途は、需要が横
ばいまたは減少している（そしてそれらの用
途 の需 要 は二 度 と以 前 の水 準 には戻 らな
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ザが、この売上高増加において重要な

売上高 490 524
〔百万ドル〕

588

638

675

年 2012 2013 2014 2015 2016

い）。その一方で、ジェスチャ認識や顔認
識といった新しい用途は非常に初期の段階
にあり、それらに取って代わられる用途を
大きく上回る需要を獲得する可能性があ
る。また、スマートフォンによってさまざ
まな低コストの応用分野が開拓されてお
り、より広範囲にわたるより多くのユーザ
ーにかつてないほどの低価格でレーザセン
サ技術をもたらす可能性がある。

燃料価格は過去最低を記録している
が、Instrument Business Outlook の
ニュースレターと、ラマン分光法およ
びフーリエ変換赤外（ FTIR：Fourier
transform infrared）分光法、石油／ガ
ス検知、粒子分析の各市場レポートの発
行元である米ストラテジック・ディレク
ションズ・インターナショナル社（ SDi：
Strategic Directions International ）
は、2015 年 8 月に発行した石油および
ガスのサマリーレポートの中で次のよ
うに述べた。
「 2014 年後半に原油価格
は約 50% 下落し、未だ回復していない。
このことから石油会社がベルトを引き

締め、計測機器の需要に悪影響が生じ
るのではないかと懸念するかもしれな
いが、実際の筋書きは正反対だ。石油
とガス分野の科学者らを対象に SDi が
実施した調査では、その過半数が次年
度の計測機器予算は増える見込みだと
回答した」
。

エンタテインメント、
ディスプレイ、印刷
今年は、これまで「エンタテインメン
トとディスプレイ」と「画像記録と印
刷」の2つに分けていたカテゴリを、
「エ
ンタテインメント、ディスプレイ、印
刷」という 1 つのカテゴリにまとめた。

エンタテインメント、ディスプレイ、印刷
ライトショー、ゲーム、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、レーザポインタが含まれる。また、商業用プリプレスシステムと写真仕上げ用
のレーザに加えて、消費者用および商業用の従来型のレーザプリンターも含まれる。
現在この分野のレーザ売上高の大部分を占
めるのはレーザライトショーだが、ビジネス
向けのデジタルプロジェクタ、小型レーザピ
コプロジェクタ、車載ヘッドアップディスプ
レイ、そして一部の種類のレーザプロジェク
ション TV において、レーザの利用はますま
す増加している。これらすべてのディスプレ
イ分野で成長が見られるが、中でもどの分野
よりも大きく成長する可能性を秘めているの
が、デジタルシネマプロジェクション用のレ
ーザである。現時点で、レーザを採用して運
営されているデジタル映画館は世界中でおよ
そ 15 館ほどだが、さらに多くの映画館チェ

307

売上高 185
〔百万ドル〕

206

228

258

年 2012 2013 2014 2015 2016

ーンがこの技術を採用するにつれて、その
数は急増する可能性がある。カナダ IMAX
社は既に、このような映画館を 9 館運営し
ており、2016 年末までにその数をさらに
大きく増やす予定である。

このカテゴリは、中には堅調に成長し
を見込んでいるとした。

ている分野もあるものの、上述の他の

ンは、世界中の映画館にますます浸透

レーザ市場と比べるとその規模はまだ

しており、一部のファイバレーザメー

ピコプロジェクションの分野では、

小さい。

カーまでもがこの市場への参入を検討

米マイクロビジョン社（ MicroVision ）

している。米クリスティ社（ Christie ）

の「 PicoP 」技術がシャープの新しい

テインメントやライトショーが、テレ

は最近のプレスリリースで、デュアル

「 RoBoHoN 」ロボットに組み込まれて

ビ放映された多くのコンサートや授賞

ヘッド・レーザプロジェクションシステ

い る。RoBoHoN は、 高 さ 20cm の 愛

式で引き続き高い人気を集めたが、こ

ム「 6-Primary 」
（ 6P ）が 3D 映画用に

くるしいロボットで、スマートフォン

こ数年は技術的に大きな変化はなく、

最適であると発表し、
「これまでに、約

とカメラ機能が搭載されており、おで

変化といえば、エンタテインメント用

100 台の最新型 RGB レーザプロジェク

この部分から画像を投影する。背中に

の可視光レーザ（一般的に赤、緑、青）

タと数百ものレーザモジュールが、世

は LCD 画面を装備し、マイクとスピー

の価格が低下し続けて、より幅広い観

界中の高級映画館やテーマパークに出

カーに加えて、顔認識と音声認識の両

衆を対象に手頃な価格で提供できるよ

荷されている」と報告した。

方の機能を搭載している。

2015 年には、レーザを用いたエンタ

うになったことぐらいである。

「ディスプレイとプロジェクションは、

画像記録の分野について、米 IDC 社

ホリデーシーズンには、住宅に赤や

ついに実行可能な市場へと実用化が進

（ International Data Corporation ）
は、

緑のスポットライトを当てるための

んだ」とディラス社のノイカム氏は述

2015 年には世界中でプリンター販売が

「Star Shower」レーザライトが登場し、

べる。
「この市場に対して当社は、40W

やや減少したとし、各四半期のレーザ

クリスマス用照明を吊り下げて回らな

で 638nm のファイバ結合レーザダイオ

プリンター販売台数は約 1000 万台と

くても済むようになった。1 個 40 ドル

ードと 25W で 450nm ファイバ結合製

の予測を示している。ただしレーザ多

という価格も悪い商売ではない。ただ

品を提供している。どちらの波長に対

機能プリンターについては、約 8% の

し、購入するのは一般消費者のごく一

しても、当社では既にさらに高い出力

成長率で引き続き力強く成長するとい

部であることを望む（またオンライン

を達成しており、80W で 638nm および

うことで、ほとんどの予測筋の見解が

広告でも警告されているように、自宅

150W で 675nm と、50W で 450nm の

一致している。

が空港から 10 カイリ以内にある購入

ファイバ結合デバイスに現在取り組ん

エンタテインメント、ディスプレイ、印

者は、レーザを決して空に向けないよ

でいる」とノイカム氏は述べ、2015 年

刷部門を合わせた売上高は、2016 年

うにぜひとも注意してほしい）
。

の売上高は 2014 年よりも約 7% 増加し

に 19% 近く増加して 3 億 700 万ドルに

ており、2016 年にも同程度の成長率

なると予測される。

レーザを用いたシネマプロジェクショ
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