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　単刀直入に言おう。2５17年のレー

ザ市場を推進した主要要素は、消費者

向けエレクトロニクス製品と中国で、

技術として最も大きな成功を収めたの

は、ファイバレーザ、ライダ（LIDAR：

lighが deがecがion and おanging：光検出と

測距）レーザ、垂直共振器面発光レー

ザ（VCSEL：Veおがical Caぎiがけ Sきおface 

Emiががing Laかeお）だった。こうしたト

レンドは、レーザ材料加工や半導体製

造用の装置を製造するメーカーと、そ

れらのメーカーにレーザやフォトニク

スデバイスを供給する多数のメーカー

に、記録的な利益をもたらした。つま

りレーザは、さらに多くのレーザを渇

望する、半導体ウエハや消費者向け家

電製品を作り上げる動きを加速化させ

るための重要な役割を演じている。業

界の統合が続き、主要な実現技術の中

から有効なものだけを手に入れること

を目的に数多くの取引が交わされて、

2５16年はM&A（合併買収）が盛んに行

われた1年だったが、2５17年にはその

ペースが落ち着きを見せた（1）。

　とはいえ、2５17年がレーザ業界にと

って素晴らしい1年だったことは、何

ら驚きに値しないはずだ。本誌の集計

値によると、2５17年の世界レーザ売上

高は2５16年から18３1%増加したと推

定される。それを主に牽引したのは、

売上高を前年比で26%以上と大幅に

増加させた材料加工部門だった。材料

加工用のファイバレーザだけで、34%

増というすさまじい成長を示した。し

かし、2５17年は例外的な状況だった

と本誌は見ている。2５18年には、一

部の材料加工レーザシステムに対する

設備投資が落ち着き（2）、レーザ売上高

の増加はより穏やかなペースに戻ると

予測される。

　2５17年の堅調なレーザ販売台数か

ら、インダストリー 4３５（Indきかがおけ 4３５）

とモノのインターネット（IoT：Inがeおneが 

of Thingか）は単なる流行語以上の存在

になったと考えられる。たとえば、米

AIMフォトニクス（Ameおican Inかがi

がきがe foお Manきfacがきおing Inがe gおaがed 

Phoがonicか）が2５17年3月に公開した

消費者向けエレクトロニクス製品、特にスマートフォンと自動運転車用ライダが、レー

ザメーカーとレーザ材料加工装置供給メーカーの成長を新たな高みへと押し上げ、そ

れによって、さらに多くのレーザを必要とする市場が生み出されている。
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Inがegおaがed Phoがonic Sけかがemか 

Road map（IPSR）（3）では、IoT

アプリケーションが同市場に

特に大きな影響を与えると予

測されている。また、インダストリー

4３５の機会（4）も次々に出現している。

2５17年には、独トルンプ社（Tおきmpf）

がシカゴにスマートファクトリー（5）を

開設した。板金プロセスチェーン用の

デジタル接続の生産ソリューションに

重点を置いている。また、ドイツ工作

機械工業会（VDW：Geおman Machine 

Tool Bきildeおか し Aかかo ci aがion）は、ネッ

トワーク接続された生産に向けたイニ

シアチブを開始した。

　以下に、業界を主導するレーザメー

カー 4社の業績を示す。どの企業も

2５17年に予測をはるかに上回る業績

を上げた。売上高は1５億ドル以上、

前年比成長率も著しく、それに対応し

て株価も大きく上昇した。

　米コヒレント社（Coheおenが）：同社は、

最高の1年だったというだけでは足り

ないぐらいの業績を上げた。コヒレン

ト社の2５17会計年度第4四半期の純

売上高は4億9５3５万ドル、純利益は

738５万ドルで（6）、それぞれ前年同期

の2億485５万ドルと3５8５万ドルから

ほぼ倍増した。年間の純売上高は17

億ドル（前年度は8億57５５万ドル）、

純 利 益 は2億9５５万 ド ル（前 年 度 は

88５５万ドル）だった。コヒレント社の

最高経営責任者（CEO）を務めるジョ

ン・アンブロセオ氏（John Ambおoかeo）

は、この素晴らしい業績の要因として、

マイクロエレクトロニクスの受注を挙

げた。具体的には、有機EL（OLED：

Oおganic Lighが Emiががing Diode）の導

入と保守が好調を維持し、最先端パッ

ケージングが緩やかな回復を示したこ

と、ロフィン社（RofinSinaお）買収と自

律的成長によって材料加工受注が増え

たこと、診断と治療分野における

OEM計測機器販売が好調だったこと、

航空宇宙と軍用の市場が伸びたこと

が、好結果につながったという。

　中国ハンズ・レーザ・テクノロジー社

（Han'か Laかeお Technologけ）：2５16 年

上半期の売上高が、前年比22３7%増の

31億人民元（4億52５５万ドル）

だったと報告した（7）ハンズ・レ

ーザ社は、2５17年には1５億ド

ルの大台に届くと予測される。

この成長の背景にある推進力

としては、カナダのファイバレ

ーザ供給メーカーであるコアク

ティブ・ハイテック社（CoおAcがiぎe 

HighTech）を買収して、ファ

イバレーザに関する自社の専門

技術をさらに強化したことが挙

げられる。中国のリサーチイン

チ ャ イ ナ 社（Reかeaおch in China）が

2５17年3月に発行したレポート（8）によ

ると、2５16年の産業用レーザ世界市

場（市場規模は推定31億6５５５万ドル）

において、中国は17%を超えるシェア

を占めるという。また、この傾向は続

く見込みで、同レポートによると、産

業用レーザ世界市場における中国のシ

ェアは今後５年間のうちに2５%を超え

るという。

　米IPGフォトニクス社（IPG Phoがo

nicか）：ファイバレーザメーカーである

同社の第３四半期売上高は、前年同期

比48%増の3億926５万ドルで、同社

の9カ月間の売上高は、2５16年同期

の7億26５５万ドルから増加して1５億

ドルを超えた。その大部分は、前年同

期比52%増の売上高を達成した材料

加工部門によるものである。同部門の

主要市場は、切断、溶接、3Dプリン

トの各用途だった。第３四半期の実績

に基づき、年間売上高成長率は37 ～

39%になると同社は予測しており、同
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社CEOのバレンティン・ガポンツェフ

氏（Valenがin Gaponがかeぎ）によると、6

年間で最高の年間売上高成長率だとい

う。当然の結果として、同社の株価は

2５17年の1月と11月の間に、1株あた

り92ドルから2５５ドルと、2倍以上上

昇した。

　トルンプ社：トルンプ・グループも

2５16４2５17年で業績が著しく向上し、

税引前利益は11３3%増加して3億98５５

万ドル弱、売上高は1５３8%増加して過

去最高の36億ドルを記録した。同社

は販売好転の理由として、好調な世界

経済を挙げ、「世界各地の政治情勢は

これまでのところ、欧州、アジア、北

南米の事業にほとんど影響を与えてい

ない」と述べた。しかし、同社CEOの

ニコラ・ライビンガー =カミュラー氏

（Nicola LeibingeおKammミlleお）は、慎

重な姿勢をくずしてはいない。「広ま

る世界経済の好調感が、投資に対する

潜在的な障害に勝っている。その障害

とは、保護主義政策に関する公約、情

報拡散に対する中国政府の方針、英国

の欧州連合（EU：Eきおopean Union）離

脱交渉である」と、同社が2５17年1５

月19日に発表した決算報告の中で同

氏は述べた（9）。「しかしわれわれはや

はり、中期的な投資情勢について、曇

り空を予報する」（ライビンガー =カミ

ュラー氏）。

消費者の需要

　2５17年の成長の最大の要因は、消

費者向け製品とそうした製品の製造に

使われるレーザと光学部品が増えたこ

とだと言える。たとえば、「iPhone」（と

いうよりも、ほとんどすべてのスマー

トフォン）の組み立てには、ガラスの

切断、パーツのエングレービング、回

路基板の穴あけなど、レーザを使用す

る加工処理が1５以上含まれる。

　また「iPhone X」は、有機ELディ

スプレイを搭載する初のiPhoneでもあ

ることから（ただし、初のスマートフォ

ンではない）、有機ELディスプレイの

製造に使われるエキシマレーザの主要

な供給メーカーであるコヒレント社は、

「かつてないほどの需要」（10）が今後生

まれると、期待を高めている。OLED協

会（OLED Aかかociaがion）も同意見で（11）、

スマートフォンにおける有機ELディス

プレイの普及率が2５16年の2５３5%か

ら2５17年には25３3%に増加すると予

測している。スマートフォン用有機EL

ディスプレイの売上高に換算すると、

2５16年の約3億8５５万ドルから2５17

年には4億1５５５万ドルに増加すること

になる。

　加えて、「iPhone 8」を含む多くの

スマートフォンに、3Dセンシングと測

距用のVCSELが搭載されており、そ

れがこれらのレーザの販売増加を促進

する大きな要因になっている（12）。実

際、VCSELはこれまで、データ通信、

コンピュータのマウス、車載ライダシ

　レーザ売上高の推定と予測は、スト

ラテジーズ・アンリミテッド社の依頼に

応じて、米レーザ・マーケット・リサー

チ社社長を務めるアレン・ノジー氏

（Allen Nogee）が実施した需要と供

給の両面からの分析に基づいている。

ペンウェル社傘下のストラテジーズ・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。本稿に記載されているよ

りもはるかに詳細な情報が毎年、SPIE 

Phoがonicか Weかが併催のLaかeお & Pho

がonicか Maお keが  place Seminaお（くくく. 

maおkeがplaceかeminaお.com）に お い

て報告されている。また、年一度刊行

の報告書「世界のレーザ市場：市場レビ

ューと予測」が、ストラテジーズ・アン

リミテッド社から、2018年春に発行

さ れ る 予 定 で あ る（くくく.かがおaがegi 

eかき.com）。

数値の情報源

201620152014 20182017

半導体レーザ以外の
レーザ

合計

半導体レーザ

$13.06B
$12.43B

$10.52B
$9.71B$9.36B

45% 43% 45%
44% 43%

55% 57%
55%

56%
57%

レーザ年間売上高の推移と2018年の予測

出典：ストラテジーズ・アンリミテッド社
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ステムなど、スマートフォン以外の多

くの用途で使われてきたが、スマート

フォンは、重要な新しい機会となって

いる。

　「2５17年は、消費者向け製品に牽引

されて、VCSELが大躍進した年にな

ったと言える。VCSELは、米アップ

ル社（Apple）や韓国サムスン社（Sam

かきng Elecがおonicか）をはじめとする、ス

マートフォンを製造するすべての企業

にとって、3D画像処理システムの原

動力である」と米ライトウェーブ・アド

バイザーズ社（LighがWaぎe Adぎiかoおか）

の社長を務めるジョン・デクスハイマー

氏（John Deぐheimeお）は述べた。実際、

独フィリップス・フォトニクス社（Phi

lipか Phoがonicか）が、2５17年の終盤に

27５５万ドルを投じて、VCSELの生産

規模を拡大するプロジェクトを完了し

たことは（13）、同市場の飛躍を象徴し

ている。

　iPhone 8は、顔認証機能を搭載する

ことでも注目を集めている。それは、

モバイル深度センシング市場に好影響

をもたらすと期待されている。深度セ

ンシングも、VCSELを必要とする用

途の1つである。

　3Dカメラモジュールの売上高は、

2５22年に6５億ドルに達すると予測さ

れており（14）、レンズと照明コンポーネ

ントは、それぞれ18億ドルと4億ドル

の規模に達する可能性があると期待さ

れている。2５17年11月、iPhoneに使

われるVCSELを多数供給する米ルー

メンタム社（Lきmenがきm）は（15）、3Dセ

ンシング事業の成長に主に牽引され

て、第１四半期の売上高が2億43５５

万ドルだったと発表した。また、アッ

プル社の新しいiPhone Xと、（VCSEL

アレイプロジェクタを基盤とする）「Face 

ID」機能に関連して、VCSELデバイス

の生産を拡大する企業が相次いでいる

が、オーストリアのamか社が最近、その

流れに続いて大規模な生産拡大計画を

発表したと伝えられている（16）。同社は

これに先立ち、米プリンストン・オプ

トロニクス社（Pおinceがon Opがおonicか）

を2５17年に入って買収している（17）。

再帰的に拡大していく

レーザの遍在性

　素晴らしい数値の数々だが、それら

は民生分野におけるレーザの氷山の一

角に過ぎない。これまでにも言われて

きたことだが、再度指摘しておこう。

レーザはますます、私たちの日常生活

のいたるところに浸透し、もはや私た

ちがその存在に気づくこともない域に

達している。日々の通信や購入する製

品（18）の設計から、自動車、自宅、医療、

食料品店、ゴルフコース（19）、近くの

リンゴ園（20）にいたるまでのあらゆる場

所に普及しているようだが、多くの場

合、私たちがその存在に気づくことは

ない。

　VCSELに加えて、レーザを使用す

る民生分野の筆頭に新たに躍り出たも

のの1つがライダ（21）である。ライダの

市場規模は、今後5年間で2倍に拡大

すると予測されている（22）。それを主

に牽引するのはたった1つの新興用途、

つまり自動運転車である。ライダは何

年も前から、測距計、航空マッピング、

物体や空間の3Dスキャン、エアロゾ

ル速度のモニタリングに使われてき

た。しかし、ライダ新興企業である米

ルミナー社（Lきminaお）のCEOを務め

るオースティン・ラッセル氏（Aきかがin 

Rきかかell）によると、自動運転車は数

十億ドル規模のこの市場を、数兆億ド

ル規模にまで拡大する見込みで、こう

した自動車用のライダセンサの市場シ

ェアは、他のすべての用途を合わせた

シェアよりも大きくなるという。

　ますます競争が激化するこの分野（23）

において（米フォード社[Foおd]のAI部

門が米プリンストン・ライトウェーブ社

[Pおinceがon Lighがくaぎe]（24）を買 収 し、

米ゼネラル・モーターズ社[Geneおal 

Moがoおか]がライダを開発する米ストロ

ーブ社[Sがおobe]（25）を買収したことに着

目してほしい）、ルミナー社は、自動

レーザ総売上高：123億ドル

材料加工

通信

光ストレージディスプレイ

計測機器とセンサ

R と軍用

医療と美容

印刷

リソグラフィ

2017年のレーザ応用分野

出典：ストラテジーズ・アンリミテッド社
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運転車を特にターゲットとして同社が

ゼロから設計して構築した、シングル

レーザ（155５nm）、シングルレシーバ

（InGaAか）のライダセンサが、形勢を

一変させる製品になる可能性があると

信じている。同社は、米トヨタ・リサ

ーチ・インスティテュート社（Toけoがa 

Reかeaおch Inかがiがきがe）（26）を含む4つの

自動運転車開発プログラムと提携して

おり、通信レーザ用にもともと開発さ

れたファブ・インフラを活用して、同

社センサの量産能力をより迅速に拡大

することを目指している。ルミナー社

は2５17年末に、フロリダ州オーラン

ドにある7万平方フィートの同社施設

において、1万台規模の生産を開始す

る計画だった。従来のライダセンサ生

産と比べて、前例のない規模である。

　今後については、注目に値する新規

応用分野が他に2つ存在する。量子技

術と、拡張現実／仮想現実（AR４VR：

Aきgmenがed Realiがけ４Viおがきal Realiがけ）

である。量子分野では、2つの主要イ

ニシアチブが2５17年に発表されてい

る。1つは、独トプティカ・フォトニク

ス社（Topがica Phoがonicか）が率いる光

シングルイオン時 計プロジェクト

「QUTEGA」（27）（原子時計を冷却する

ための優れた代替手段としてレーザを

捉えている）である。もう1つは、英

国政府が2億5５５５万ドルを投じて推進

する（28）、量子物理学研究成果を商用

製品に転換するための取り組みで、

GPS通信、量子センサ、量子通信、量

子コンピューティングを向上させるチ

ップスケールの原子時計に着目するも

のである。

　またAR４VRは、今後数年間で巨額

の投資による恩恵を受けると見られて

いる。IDC（29）によると、AR４VRに対

する支出総額は2５17年の114億ドル

から、2５21年には2５５５億ドル超にま

で増加する見込みだという。これは、

フォトニクス結晶、オプトエレクトロ

ニクス、回折光学素子に対して主に重

要な意味合い（30）を持つものだが、そ

うした製品用のレーザ材料加工装置の

利用を増加させ、また、視標追跡（31）

やプロジェクション（32）用にAR４VRヘ

ッドセットにさらなるレーザを搭載す

る動きを促進することにもなる可能性

がある。ここでも、レーザによって、

さらに多くのレーザに対する需要が生

み出されている。

レーザ市場別分析

　本誌の年次レーザ市場分析において

今回初めて、純粋な産業用レーザ（リ

ソグラフィ用レーザを除く）の売上高

が、通信と光ストレージ用レーザの売

上高を上回った。通信分野は、帯域幅

需要にともなって成長しており、2５17

年終盤には短期的に売上高が減少した

が、2５18年にそれが繰り返されること

はないと予測されている。その他すべ

てのレーザ部門で売上高は増加し、特

に美容医療と新しい外科施術用のレー

ザが好調だった。

材料加工とリソグラフィ

　政治的、文化的、社会的ニュースが

ひっきりなしに飛び交った2５17年だ

ったが、経済的にはほぼ平穏な1年で、

健全な成長がほとんど気づかれること

もなく経過していった。一言で言えば、

世界の主要経済国は2５17年、予測を

上回る成長率を達成し、2５18年もこ

の傾向が続くと予想されている。Bl

oom beおg Bきかineかかくeek誌が今後1年

間の展望をまとめた特別号（33）に記し

ているように、「世界経済は2５18年も

順調に成長するはずだ。誰かが何かバ

カなことをしでかさない限り」。その

一言がすべてを総括しているので、以

下では、産業用レーザ材料加工の世界

市場だけに着目する。

　産業用レーザ業界は、売上高を力強

く2ケタ成長させた高出力ファイバレ

ーザ、ディスプレイ用チップのレーザ

加工に牽引されて売上高が急増したエ

キシマレーザ、そして著しい増加を示

した超高速パルスレーザによって、ま

たしても成長を遂げた1年となった。

この成長の裏で、18%の増加を果たし

た固体（ディスク）レーザに押されて、

CO2 レーザは売 上 高 を減 少 させた

CO
2
レーザ

合計

固体／ディスクレーザ

ダイオード／エキシマレーザ

ファイバレーザ
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産業用レーザの種類別売上高（単位：百万米ドル）
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（14%）。「その他」のカテゴリに含ま

れる高出力ダイレクトダイオード／エ

キシマレーザは56%増加した。エキシ

マレーザは、スマートフォン関連の加

工に用いられたことで、短期的に大き

く増加し続けている。

　産業用レーザ売上高は、自動車、航

空宇宙、エネルギー、エレクトロニク

ス、通信の各部門で継続的な成長を示

した。マーキングは、レーザ総売上高

の約15%を占めた。増加したのは主に

ファイバレーザである。微細加工（出

力5５５W未満のレーザを用いるすべて

の用途を含む）は、レーザ市場全体に

占める割合を32%にまで増加させた。

エキシマレーザを必要とするディスプ

レイ用途を含む微細加工部門は、56%

もの成長を果たしたためである。マク

ロ加工の中では、生成される売上高と

いう点で、切断が最も重要な用途であ

る（66%）。切断部門は2５17年に売上

高を29%増加させた。2５18年はその

レベルには届かないと業界では予測さ

れている。

　微細加工部門において、付加製造（よ

り具体的には、金属蒸着とプロトタイピ

ング用のレーザ付加製造[LAM：La かeお 

Add iがiぎe Manきfacがきおing]）は、2５17年

に3５%の成長を遂げた。航空エンジン

業界で採用されたことが促進剤となっ

た。同業界では、中出力と高出力の

CO2レーザとファイバレーザが使用さ

れている。

　製造業の2５18年の経済的見通しは

2５17年と同じで、一部の地域（東アジ

ア、南米、東欧）で停滞が続くと見ら

れている。2５18年の産業用レーザにつ

いては、売上高の増加率は7%と予測

されている。この2年間の高出力ファ

イバ／エキシマレーザの急激な成長が

落ち着くためである。マーキング用レ

ーザ売上高は、単価の下落が続くこと

から、成長率を（6%に）落とすと見ら

れている。微細加工部門の売上高は、

微細ブランキングと非金属加工の重要

性が増して、9%増加する見込みであ

る。マクロ加工部門は、総売上高の

53%を占めた2５17年と横ばいになり、

その他のカテゴリは、高出力ダイレク

トダイオードレーザとエキシマレーザ

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、ラピッドプ

ロトタイピング、微細加工、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。

　2017年には、世界中のほとんどの地域

で政治的問題が悪化の一途をたどり、北朝

鮮は敵対国に核ミサイルを発射すると脅した

が、材料加工レーザ部門は、そうしたいずれ

の悪材料にも勢いをそがれることはなかっ

た。実際、2016年夏から、本記事執筆時

点の2017年第3四半期まで、レーザ売上

高はまさに驚異的と言える成長を遂げた。

　地域別では、これまでどおりの好調を維

持した中国に加え、欧州とアジアの中国以

外のほとんどの地域で、材料加工用レーザの

売上高は高かった。北米は、そうした一部

の他の地域ほど好調ではなかったが、まず

まずの業績を示した。同じ期間にレーザ市場

が縮小した国は、日本だけだった。

　これまでよりもさらに高出力のファイバレ

ーザが、材料加工部門の成長を促進した大

きな要素だった。リソグラフィ用のエキシマ

レーザは、2017年にかなり需要が高く、

フラットパネルディスプレイの製造に使われ

るレーザの売上高を記録的な水準にまで押し

上げた。しかし残念ながら、新しい iPhone 

Xの有機EL画面不足を防ぐだけの製造用レ

ーザを生産することはできなかった。付加製

造は、2017年の出だしは緩やかだったが、

半ばまでには、緩やかだった数か月間を補

って余りある大型受注が相次いだ。

材料加工とリソグラフィ

20182014 2015 2016

出典：

ストラテジーズ・アンリミテッド社
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の売上高によって押し上げられる

（11%）と予測される。

通信と光ストレージ

　2５５6年以降、光通信を手掛ける大

手企業は見事なまでの平均成長曲線を

描いてきた。そして2５14年終盤から

2５16終盤にかけての2年間に、多くの

企業が記録的な業績を上げた。米フィ

ニサー社（Finiかaお）は、2５17年4月ま

での同社会計年度に14億5５５５万ドル

という記録的な売上高を上げた（34）。

前年度からは14３7%増と大きく躍進し

た。米オクラロ社（Oclaおo）は、2５17

年7月1日を末日とする会計年度に

47%という驚異的な成長を示して（35）、

売上高6億1５５万ドルを達成した。ル

ーメンタム社の2５17年7月1日を末日

とする会計年度の売上高は、11%増加

して過去最高の1５億ドルに達した。

　2５17年半ばまでに何が起きたのか。

英IHSマーキット社（IHS Maおkiが）のレ

ポートによると（36）、光学装置の世界

市場は2５17年第3四半期に前四半期

比で15%縮小した。「アジア太平洋地

域の緩やかな成長が、EMEA（欧州、

中東、アフリカ）、北米、中南米の減

退を相殺するには足りなかった」ため

だという。2５17年の第3四半期と第

４四半期の各社業績には、その下降傾

向が明らかに見てとれるが、本誌は、

主要な通信レーザ供給企業各社が発表

した業績見通しに潜む手がかりを調査

した結論として、この傾向が続くとは

考えていない。

　フィニサー社は記録的な売上高を上

げたにもかかわらず、2５17年6月には

すでに、前年比3５%増を達成した1５５G

トランシーバ製品（2５16年は1５５G技術

が「大躍進」する年になるという、IHS

マーキット社の予測（37）どおりだった）

が、同社の中国のOEM顧客による通

信製品購入額の低下を相殺するには足

りず、2５17年4月までの総売上高は前

四半期比で6３1%減少したことを報告

していた。しかし、2５17年7月3５日

までの四半期売上高の減少は4３4%（38）

にとどまり、同社CEOのジェリー・ロ

ールズ氏（Jeおおけ Raくlか）によると、成

長シナリオに戻りつつあるという。同

氏は、2５18会計年度第１四半期決算

報告の投資家向けテレカンファレンス

で（39）、「現会計年度の後半には売上高

の増加を予測している。その成長を主

に牽引するのは、ハイパースケールの

データセンター向けの1５５ギガビット

トランシーバ『QSFP28』と、3Dセン

シング用の高出力VCSELアレイの販

売になる見込みだ」と述べた。

　ちなみに、Laかeお Focきか Woおld誌の市

場予測では、3Dセンシング用のVCSEL

は、計測機器とセンサのカテゴリに分

類されており、通信とデータストレー

ジには含まれていない。通信とデータ

ストレージのカテゴリに含まれるのは、

主にデータ通信用（85５nm）のトラン

シーバに組み込まれるVCSELである。

　フィニサー社同様、オクラロ社の成

長を牽引したのは1５５Gトランシーバ

で、同社もまた、同社会計年度第４四

半期の売上高は前四半期比で減少した

と述べた。「中国における鈍化」が原

因だという。しかし、2５17年9月3５

日までの四半期売上高は、前四半期比

で4%増加した。同社総売上高の81%

を占めた1５５Gトランシーバが好調だ

ったためである。また、フィニサー社

と同様にオクラロ社も、「2５18年下半

期中には、1５５G以上のコヒーレント

製品に牽引されて、売上高の成長が再

開する見通し」としている（40）。

　最後に、最近の光学ハードウエアの

下降が一時的なものであることを示す

さらなる証拠が、ルーメンタム社によ

る2５18年の業績見通しにも見られる。

「中国は、在庫レベルをこれまで数四半

期連続で減少させている。在庫が一定

のレベルにまで低下した時点で、需要は

上向くはずだ」と、ルーメンタム社CEO

のアラン・ロウ氏（Alan Loくe）は、同社

の2５18年第１四半期決算報告の投資家

向けテレカンファレンスで述べた（41）。

　「分布ブラッグ反射器（DBR：Diかがおi

bきがed Bおagg Reflecがoお）レーザ、変調

器、コヒーレント・コンポーネントなど、

今日の1５５Gトランシーバ製品の大多
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数を構成する製品を含む、高速光学ネ

ットワークハードウエア市場には、景

気循環がある」と、米InLCテクノロ

ジー社（InLC Technologけ）のゼネラル

マネージャーを務めるクラレル・テベノ

ット氏（Claおel Theぎenoが）は言う（42）。

同社は、1５５G以上のネットワークに

不可欠となる再構成可能な光分岐挿入

装置（ROADM：Reconfigきおable Opがi

cal Add Dおop Mきlがipleぐeお）に用いら

れる波長選択スイッチ（WSS：Waぎe

lengがh Selecがiぎe Sくiがch）を製造して

いる。テベノット氏によると、「通信

サービスプロバイダーは、大規模なイ

ンフラプロジェクトを開始するにあた

って、まずは光ファイバ、増幅器、一

部のWSSを導入し、トランシーバは

少ししか導入しない。追加のトランシ

ーバは、導入したシステムの最大キャ

パシティに達するまで帯域幅を増大さ

せるために、さらなるチャネルが必要

になるのにともなって、後から導入さ

れる」という。テベノット氏は本誌に

対し、世界のサービスプロバイダーと

の会話の中で、システムキャパシティ

に達するまでの期間が、3 ～ 4年から

わずか2年未満にまで短縮しているこ

とがわかったと語った。これも、一時

的な休止のあとに再び成長に戻ること

が予測されるさらなる根拠である。

　中国が2５18年半ば以降、より健全

なレベルでの通信用レーザの購入を再

開するだろうという、楽観的な見方を

全般的にもたらしているもう1つの理

由は、帯域幅に対する旺盛な需要が続

いていることである。それを受けて米

ニーダム社（Needham）は、2５17年が

光ファイバネットワークの「メガサイク

ル」（43）になると予測していた。中国チ

ャイナモバイル社（China Mobile）は

2５18年、5Gモバイル技術（とそれに関

連する光ファイバおよびレーザベース

のバックボーンインフラ（44））を推進し、

「2５19年から有意義な設備投資」を行

うとしている。また、インダストリー

4３５については、誰もがよく知るところ

だが、タイのバンコクで開催される

Tele comかWoおld Aかia 2５18の2日間は、

Telco 4３５（45）をテーマに掲げ、「Tech

no logieか on がhe hoおiげonめAI、VR４

AR and 5G（迫 り来 る新 技 術 めAI、

VR４AR、5G）」、「Aかかeかかing がhe im

pacが of an IoT eおa（IoT時代のインパ

クトを評価する）」、「Connecがing がhe 

neぐが billi on きかeおか（さらに1５億人のユ

ーザーをつなぐために）」（通信事業者

はその準備ができているのだろうか）、

「Cけbeおかecきおiがけ in がhe digiがal age（デ

ジタル時代のサイバーセキュリティ）」

といった基調講演やパネルディスカッ

ションが予定されている。

　急激に必要性を高めている「サイバ

ーセキュリティ」に、直接的に関連す

る量子通信向けレーザの売上高も、（レ

ーザを利用した特定の量子コード解読

手段（46）は取り除かれると仮定して）

2５18年以降の通信用レーザの売上高

を増加させるはずである。しかし、こ

こでのレーザは、DBRや分布帰還型

（DFB：diかがおibきがed feedback）や外部

共振器型（eぐがeおnal caぎiがけ）でも、さら

にはVCSELでもない。主に単一光子

源になるが、他の種類の量子発光体（47）

も開発されている。

　中国は2５17年6月、人工衛星「Miciきか」

から12５５km離れた（これまでの記録

143kmを大幅に更新した）地上基地へ

の量子もつれという、「奇怪な遠隔作

用」の光子対配送実験に成功したとい

うことを発表した（48）。また中国は、

2５17年9月、2５５人を超える政府関係

者が利用する、同国初となる商用プラ

イベート量子通信ネットワークを済南

市に敷設した（49）。中国の進歩に加え

て、量子コンピューティングの実用化

を目指す「Qきanがきm Tech nologけ Flag

かhip」（50）プログラムに対して、EUが1５

億ドルを超える投資を行うことからも、

通信用レーザの売上高の継続的な成長

が期待できる。

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。

　通信用レーザの売上高は、循環する傾向

がある。2016年末近くにピークに達した

後、2017年は下降線をたどった。この循

環的性質は理解しやすい。データコムかテレ

コムか、有線か無線かにかかわらず、新世

代技術の大規模採用は、世界中で足並みを

そろえて発生する。現在、ほとんどの新技

術採用が、無線セルラー技術を中心に進行

する。しかし、無線のアップグレードは、有

線バックボーン（ファイバとレーザ）に対する

新しい需要をも生み出す。4Gセルラー技術

へのアップグレードは現在、終局に向かって

おり、最新の5Gセルラー技術の展開は、

2019年まで開始されない見込みである。

　光ストレージ用レーザについては、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

は失われていく。熱支援磁気記録（HAMR：

HeaがAかかiかがed Magneがic Recoおding）、

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、またもや延期

された。米シーゲイト社（Seagaがe）の16 

TB、3.5インチのHAMRドライブは現在、

2018年に発売予定である。米ウェスタン・

デジタル社（Weかがeおn Digiがal）と東芝は、

その1年後になる予定だ。

通信と光ストレージ
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科学研究と軍用

　2５17年のレーザ販売は、科学研究

開発（R&D）部門ではまずまず、軍事・

防衛部門では素晴らしかったが、それ

らの数値がどれだけ持続可能であるか

を判断するのは難しい。米国の一部の

科学分野については特にそうである。

R&D予算の優先事項の概要を示した、

トランプ政権初となる覚書（51）におい

て、優先分野として挙げられたのは、

軍事的優越性、治安・安全保障、国家

の繁栄、エネルギー支配、保健衛生の

5つだった（52）。最初の2分野に対する

支出拡大は、レーザ業界に恩恵をもた

らしそうだが、他の主要市場が明らか

にリスト入りを逃している。特筆すべ

きは、宇宙科学と気候研究である。

　とはいえ、これが、米国立科学財団

（NSF：Naがional Science Foきndaがion）、

米国立標準技術研究所（NIST：Naがio

nal Inかがiがきがe of Sがandaおdか and Tech

nologけ）、米国立衛生研究所（NIH：

Na がio nal Inかがiがきがeか of Healがh）、米エ

ネルギー省科学局（Depaおがmenが of E

neお gけ Office of Science）の支出に主

に影響を与えることになる米政府方針

である。しかしR&D業界に携わる多

くの企業にとって、こうした省庁から

の政府投資の重要性はきわめて高い。

残念ながら、トランプ政権の2５18年

予算案（本稿執筆時点で米議会にてい

まだ議論中）において、科学R&D関連

の省庁の予算は軒並み2ケタ削減され

ている（53）。あまりの事態に、米国家

フォトニクスイニシアチブ（NPI：Na

がional Pho がo nicか Iniがiaがiぎe）（54）と米国

光学会（OSA：The Opがical Socieがけ of 

Ameおica）は、その予算削減が現在お

よび将来の科学の進歩に与え得る影響

について、懸念を表明した（55）。

　「次世代の最先端技術製品およびサ

ービスの革新、製造、市場提供のため

にわれわれの業界が必要とする基盤に

は、持続的なR&D助成が不可欠である」

とOSAのCEOを務めるエリザベス・ロ

ーガン氏（Eliげabeがh Rogan）は述べた。

「科学と技術への投資は、経済成長を促

進するもので、光学／フォトニクス業界

は特に、高品質で先進的な製造業雇用

の主要な原動力である」（ローガン氏）。

　しかし現時点では、レーザ事業は科

学部門において安定を保ち、軍事・防

衛部門では活況を呈している。R&D用

レーザに対する支出は、2５17年、穏や

かな増加を示した。またしても中国が、

最大の貢献要因の1つだった。コヒレ

ント社CEOのジョン・アンブロセオ氏

は、同社の年度末決算報告の投資家向

けテレカンファレンス（56）で、次のよう

に簡潔に述べた。「科学市場にほぼ変

化はない。北米、欧州、アジアの売上

高傾向は安定しており、競争力学は、

持ちつ持たれつといういつもの様相を

見せている。当社は、商用市場で成長

を遂げてきたこともあり、科学市場は

現在、（当社）総売上高の1５%未満と

なっている」。

　それは、技術革新が漸進的に商業的

成果を生み出す成熟市場で予測される

流れである。超高速レーザの進歩は、

微細加工という同技術の中核的な市場

以外にも、光と物質の相互作用（57）や

ナノ材料研究（58）といった新しい用途

を開拓しつつある。先進的なライダや

コヒーレントなライダも、ドローン（59）

に代表される適所を見出しているほか、

測量、土木工学、考古学、環境科学な

どの科学的用途においても市場を開拓

している。また、商業的な売り上げを

促進する主要な市場要因ではないもの

の、LIGO（60）、JWST（61）、LISA（62）と

いった宇宙研究プロジェクトは2５17年、

素晴らしい成果を達成した。そのすべ

てにおいて、さまざまな種類のレーザ、

光学部品、オプトエレクトロニクス・コ

ンポーネントが使用されている。

　一方、軍事用レーザ支出は2５17年

も増加した。用途は、照準器や画像処

理から、測距、通信、指向性エネルギ

ー兵器、監視と安全保障用のドローン

など多岐にわたる。米国では、各軍関

係省がこの分野を対象とするプログラ

ムを配備している（63）。たとえば、海

軍のレーザ兵器システム（Laかeお Wea

pon Sけかがem）、陸軍の高エネルギーレ

ーザ移動デモンストレータ（High E

neお gけ Laかeお Mobile Demonかがおaがoお）、

米海兵隊（MC：Maおine Coおpか）の地上

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。

　研究開発分野における2017年レーザ

支出は、控えめながら増加した。2016

年同様、中国は、研究用レーザ支出に最

も寄与した要素の1つだったが、米国に

おけるレーザ支出は横ばいだった。

　2016年と同様に、2017年の軍用レ

ーザ支出は好調で、大部分のレーザが、

照準器、画像処理、測距、通信の用途に

使用された。世界中の軍隊が、さらに多

くのレーザを使用する必要性をますます感

じている。増加している分野の1つに、

これまでよりも小型の指向性エネルギーレ

ーザ兵器がある。ドローンの撃墜など、短

距離の攻撃に用いられる。また、あらゆ

る種類の航空機に対する赤外線防衛手段

もますます重要性を高めている。安価な

赤外線誘導ミサイルを、多くのテロ組織

が簡単に入手できるようになったためで

ある。

科学研究と軍用
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配備型防空システム（Gおoきnd Baかed 

Aiお Defenかe Sけかがem）がある。現行政

権が今後の防衛費を大幅に拡大する意

向を表明していることから（64）、この

傾向は続く可能性が高い。

　その結果、2５17年は、米ロッキード・

マーティン社（Lockheed Maおがin）（65）

などの防衛請負業者にとって最高の年

となった。同社は、レーザシステムに

特化した多数の政府助成プロジェクト

の委託先だった。米ミサイル防衛局

（MDA：Miかかile Defenかe Agencけ）は、

低出力レーザ実証ミサイル迎撃コンセ

プトを開発する94５万ドル、9カ月間

の契約先として、ロッキード・マーティ

ン社を選定した（66）。米空軍研究所

（AFRL：Aiお Foおce Reかeaおch Lab）は、

自己防衛高エネルギーレーザデモンス

トレータ（SHiELD：Selfpおoがecが High 

Eneおgけ Laかeお Demonかがおaがoお）プログ

ラムの一環として高出力ファイバレーザ

を設計、開発、製造する263５万ドルの

業務を同社に委託した（67）。また同社は、

米空軍のPaぎeくaけ II Plきか Laかeお Gきi

d ed Bombキットを追加生産する1億

31５５万ドルの契約を獲得した（68）。

　この傾向は世界中に波及している。

世界中における防衛費拡大が、指向性

エネルギーと軍事用レーザ市場の成長

を後押しすると予測されており、米

BCCリサーチ社（BCC Reかeaおch）の最

近のレポート（69）によると、同市場規

模（2５17年は推定74億ドル）は、2５22

年までに12５億ドルを超えるという。

同市場の最大の割合を占めるのは、ア

ジア太平洋地域だが、BCC社によると、

アフリカと南米の開発途上国に、未開

拓の莫大な成長機会が潜んでいるとい

うことだ。

医療と美容

　長年にわたってそうだったように、

美容分野のレーザが引き続きこの市場

の最大の推進力となっている。同市場

は2５17年も再び、記録的な業績を上

げた。施術としては、タトゥーや傷痕

の除去、しわ取り、脱毛、脂肪減少／

痩身、美白などがある。米国と欧州が

この分野の最大の市場で、どちらも特

に好調だったほか、中国やインドなど

の新興国でも好調だった。

　美容市場の魅力は増す一方で、同市

場に一般的には無関係な企業がこれに

投資するまでになっている。2５17年

初頭、女性疾患用の診断機器で最もよ

く知られる米ホロジック社（Hologic）

は、米サイノシュア社（Cけnoかきおe）を

16億5５５５万ドルで買収した（70）。同社

は、美容用レーザの市場リーダーとし

て、レーザ脱毛や肌の若返りから痩身

にいたるまでの多様な製品を提供して

いる。1991年創業のサイノシュア社の

2５16年の売上高は4億34５５万ドルだ

った。ホロジック社によると、医療美

容の世界市場規模は現在、2５億ドルを

超えており、今後数年間にかけて2ケ

タ台前半の成長率が見込まれるという。

　「サイノシュア社を買収することに

より、当社は、女性の健康に関する中

核的な専門技術と産婦人科分野の主導

的地位を活用して、さらなる高成長企

業への転換を加速させることになる」

とホロジック社の会長兼社長兼CEO

のスティーブ・マクミラン氏（Sがeぎe 

MacMillan）は述べた。「当社は医療美

容を、魅力的で補完的な成長機会であ

ると判断した」。

　米シネロン・キャンデラ社（Sけneおon

Candela）も、美容用レーザ市場の先駆

的企業だったが、2５17年に英国のプ

ライベート・エクイティ（PE：Pおiぎaがe 

Eqきiがけ）企業であるアパックス・パート

ナーズ社（Apaぐ Paおがneおか）（71）に3億

95５５万ドルで買収された。「医療美容
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市場は、その長期的な成長見通しから、

非常に魅力的な投資分野であると捉え

ている」とアパックス社のパートナー

兼ヘルスケア部門共同責任者のスティ

ーブン・ダイソン氏（Sがeぎen Dけかon）は

述べた。シネロン社は2５５9年、当時

の競合企業だったキャンデラ社を65５５

万ドルで買収している。

　美容施術の中で2５17年に最も人気

が高かったのは、痩身だった。痩身に

は、532 ～ 68５nm範囲の低レベルの

レーザ治療が一般的に適用される。ホ

ロジック社によるサイノシュア社買収

に直接的に対抗する動きとして、アイ

ルランドのバイオ医薬大手アラガン社

（Alleおgan）は、米ゼルティック・エス

テティックス社（Zelがiq Aeかがheがicか）を

25億ドルで買収した（72）。ゼルティッ

ク社の脂肪減少技術はレーザを使わな

いものだが、アラガン社は、世界規模

が4５億ドルにも達するとされるこの市

場における機会をはっきりと捉えてい

る。この業界のまた別の企業である米

キュテラ社（Cきがeおa）は、2５17年第3

四半期売上高が前年同期比で26%増

加し（73）、過去最高の382５万ドルを記

録した。北米でのシステム売上高が

57%増加したことが最大の要因だった。

同社はこれで、13四半期連続で売上

高を前年比で2ケタ成長させている。

　外科用レーザの販売も、2５17年は

好調だった。特定の種類の外科手術（特

に心臓血管、泌尿器科、婦人科）に対し、

レーザは引き続き、低い総費用でより

良い結果が得られることを実証し続け

ており、世界市場は2５21年までに、

9%を超える年平均成長率（CAGR：

Compoきnd Annきal Gおoくがh Raがe）が

見込まれている。たとえば、レーザに

基づく静脈、肛門病、婦人科の手術シ

ステムで知られる独バイオリテック社

（bioliがec）は、レーザファイバ「XCA

VA TOR」（74）を発表した。同社による

と、良性前立腺過形成レーザ手術にお

いて、最も高速な組織切除が可能であ

るという。また、この市場分野の継続

的な健全性を予期させる兆候として、

蘭フィリップス社（Philipか）は2５17年、

米スペクトラネティクス社（Specがおa

neがicか）を2５億ドルで買収した（75）。同

社の製品ポートフォリオには、末梢動

脈および冠動脈性心疾患の治療を対象

とした、唯一のエキシマレーザ採用シ

ステムが含まれる。

　最後に、歯科と眼科の分野では、多

くのレーザ治療が高い人気を維持して

いるが、こうした治療用のレーザシス

テムの2５17年の販売は横ばいだった。

それでも、眼科用レーザを製造する米

イリデックス社（Iおideぐ）の第３四半期

売 上 高 は、 前 年 比 で11%増 加 して

1５9５万ドルだった（76）。一方で、歯科

用レーザを提供する米バイオレース社

（Biolaかe）は、2５17会計年度第３四半

期の売上高が1５8５万ドルで（77）、前年

同期の132５万ドルから減少したと報告

している。バイオレース社によると、同

社のシステム販売は、販売部門の再編

成と人員削減に起因する短期的な減少

に加えて、フロリダ州とテキサス州の自

然災害による負の影響を受けたという。

　今後の見通しとしては、ニューロフ

ォトニクス（78）や光遺伝学（79）などの新

しい応用分野が、多額の投資による恩

恵を受けている。米国立衛生研究所は

2 ５ 1 7 年 1 ５ 月、BRAIN（ Bおain Re

かeaおch がhおoきgh Adぎancing Inno

ぎaがiぎe Neきおoがechnologieか）イニシアチ

ブにおいて、11５の新たな助成受給プ

ロジェクトに対し、総額1億69５５万ド

ルを支給することを発表した（80）。これ

により、同プログラムの2５17年度拠出

総額は2億6５５５万ドルになった。また、

2５16年12月に成立した21世紀医療法

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。
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　2016年に、医療用レーザの販売は過去

最高レベルに達したが、2017年には、一

部の分野でそれを上回る業績が達成された。

実際の医療用途を見れば、医療用レーザが

どれだけ多く販売されたがほぼわかる。

　最も好調だったのは、美容施術に用いら

れる医療用レーザである。その施術としては、

タトゥー除去、しわ取り、脱毛、皮膚のリ

サーフェシング、美白などがある。ほとんど

の場合、こうした施術は保険の適用外であ

る。米国と欧州がこの分野の最大の市場で、

どちらも特に好調だったほか、中国やイン

ドなどの新興国でも好調だった。

　2番目に好調だった分野は、外科用レー

ザである。心臓、口腔、前立腺など、特定

の種類の外科手術に対し、レーザは低い総

費用でより良い結果が得られることが実証

されている。この分野の将来の見通しは、

年々高まる一方である。

医療と美容

　歯科と眼科用のレーザは2017年、どち

らも横ばい状態だった。眼科手術用レーザ

は、レーシック（LASIK：laかeお

かiがき keおaがomileきかiか）や、これに似たPRK

（pho がo おefおacがive keおaがecがomけ）手術の

人気の高まりにともなって、需要が大きく

高まった。こうした視力矯正手術の施術件

数は2007年にピークを迎え、約150万

件に達した。それ以降、施術件数は半分以

下にまで減少しており、さらに減少し続けて

いる。歯科医によるレーザの導入は、相変

わらず遅々として進まない状態にある。
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（21かが Cenがきおけ Cきおeか Acが）では、2５26

年までに同イニシアチブに16億ドルを

拠出することが定められている。

　2５13年に発足されたBRAINイニシ

アチブは、神経科学研究の限界を押し

上げ、アルツハイマー病、統合失調症、

自閉症、てんかん、外傷性脳損傷など

の脳疾患の研究と治療に必要な手段と

知見を科学者に与えることを目的とし

た大規模な取り組みである。手段とし

ては、神経細胞の働きを人間の動作に

関連付けるための細胞レベルの光遺伝

学レーザ励起（81）などがある。

計測機器とセンサ

　本誌の2５17年集計値によると、計

測機器とセンサ部門は、医療／美容と

研究／軍事のレーザ市場規模に急速に

近づきつつある。自動車や、ライダ、

スマートフォン用の3Dセンシングなど

のスマートな応用分野の一部で、膨大

な数のセンシングベースのレーザが必

要になることから、同部門は価値を増

大させる莫大な可能性を秘めている。

レーザに基づく構造ヘルスモニタリン

グ（SHM：Sがおきcがきおal Healがh Moni

がoおing）も、航空機、自動車、橋（82）、

鉄道、道路をはじめとする、世界中の

多数の重要な交通およびインフラ資産

において、重要性を増している。

　計測器部門では、生体計測の分野で

最も需要が高いらしく、フローサイト

メトリ（floく cけがomeがおけ：流量血球計

算）や遺伝子配列解析（83）などの応用分

野が、多数の企業の販売を促進してい

る。フローサイトメトリの分野では、

治療薬を生成するための有効なナノ粒

子のふるい分け（84）から、関節リウマ

チに対する新しい治療法を見出すため

の支援（85）にいたるまでの新たな用途

が出現している。気候変動研究（86）も、

この技術の成長市場である。分光法は、

医療診断の分野において、呼気による

細菌感染の検出（87）から、手術中の浸

潤がん検出能力の向上（88）にいたるま

での新たな用途を開拓し続けており、

超高速レーザ（89）は、神経科学におい

て新たな研究能力を切り拓いている。

一方、紫外線（UV：きlがおaぎioleが）レーザ

やテラヘルツレーザ（90）は、検査の分野、

特に太陽電池（91）や半導体製造（92）にお

いて、好調を維持している。

　計測器部門の興味深いトレンドとし

て、計測器の設計者や構築者が、レー

ザだけでなくサブシステムを求めるケ

ースがますます増えていることが挙げら

れると、コヒレント社のジョン・アボット

氏（John Abboがが）は、LASER Woおld 

of PHOTONICS 2５17の講演（93）で述

べていた。それは、市場投入までの時

間短縮とコスト削減につながり、すべ

てが首尾よく運べば、最終製品の性能、

サイズ、保守の改善につながる。しか

しそれは、レーザだけでなく、サブシ

ステム全体に対してこれまでと同じだ

けの改良を加えることが、レーザメー

カーに求められるようになることをも

意味する。

　センサ市場については、ライダや、

スマートフォン用の3D深度センシング

が圧倒的な割合を占めており、そうし

た製品への応用がさまざまな方向に拡

大し続けていくと予測されていて、

VCSELにとっては好条件と言える。

産業用レーザを手掛ける米TYKMAエ

レクトロクス社（Tけkma Elecがおoぐ）（94）

は、2５17年にライダセンサが多く採用

された応用分野として、次の分野を挙

げている。

の 土地の排水／洪水マップとパターン（95）

の 自動運転車（96）

の ドローン技術（97）

の 民間航空産業（98）

の NASAのオートパイロット装置（99）

　スマートフォン用の3Dセンシングに

は、深度センシングやTOF（Time Of 

Flighが）技術のあらゆる能力が駆使さ

れている。3dpおinが３comの2５16年2月

の記事（100）で予測されているように、

「（前略）スマートフォンは、まもなく

身の回りのすぐ近くにあるものを詳細

に認識するようになり、VRアプリケ

ーションから、建物内部の道順案内が

できるGoogleマップ、衣服や靴をオン

ラインで購入する際の正確なサイズ提

案にいたるまでのあらゆるものに使用

できるようになる（中略）現実的に、こ

の技術は、ありふれたスマートフォン

を驚くほど高度な携帯型3Dスキャナ

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、ライダ、バーコードリーダー、

その他のセンサが含まれる。

　計測機器とセンサ部門は、あらゆる種

類のライダと、スマートフォンに搭載さ

れつつあるジェスチャ／顔認識機能に主

に牽引されて、今後数年間にかけて非常

に大きな成長が見込まれる。ライダやス

マートフォンでは、ビーム距離の測定に

T （Time Flighが）技術が利用され

ており、そうした用途の多くによく使わ

れるレーザである、VCSELに対する大

きな需要に貢献している。センシング分

野で急速に成長している他の用途として

は、分光法、フローサイトメトリー、UV

検査などがある。コンピュータ用マウス

に使われるレーザは、明白な理由に基づ

き減少が続く分野の1つである。

計測機器とセンサ
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に転換する可能性がある」。その結果、

深度センシングと画像処理の市場は、

2５22年までに4５%近く拡大し、9５億

ドル規模に達する見込みと、米ウッド

サイド・キャピタル・パートナーズ社

（Woodかide Capiがal Paおがneおか）と、市

場調査会社の仏ヨール・デベロップメ

ント社（Yole Dネぎeloppemenが）が2５17

年7月に発行したレポート（101）には記

されている。

エンタテインメント、

ディスプレイ、印刷

　2５17年、ディスプレイ／エンタテイ

ンメント部門のレーザ売上高は、材料

加工を除くすべての部門の中で最も急

速に成長した。主要要因は、レーザが

ディスプレイ・デバイスとして用いられる

ケースがますます増え、特にシネマプロ

ジェクションでは、最も望ましい光源に

なりつつあることである。世界中の映画

館が現在、NeがfliぐやHきlきといった配

信サービスとの競争を強いられており、

それがレーザを光源とするプロジェク

タの導入を駆り立てている（102）。

　この状況は、ベルギーのバルコ社

（Baおco）などの企業に好意的に働き、

同社は2５17年、レーザのみを採用する

複合型映画館施設の世界設置件数1５５

件というマイルストンを達成した（103）。

映画館所有者は、保守コストが低くな

るというメリットを受け、映画ファン

は、レーザシネマ鑑賞時に、これまで

よりも明るいスクリーン、素晴らしい

3D体験、鮮やかな色を楽しめるよう

になる。しかし、この分野の最大の推

進力は中国である。同国は、（最先端

レーザプロジェクタを採用する）多数の

映画館が新設され、熱狂的な消費者市

場に支えられて、力強い成長の只中に

ある。中国の映画館数が現在、米国を

上回ったとする推定結果もある（104）。

　エンタテインメント市場で2番目に

大きな応用分野が、レーザライトショ

ーである。ライトショーに使われるレ

ーザの数は近年、劇的に増加している。

高価な固体レーザに代わって使用され

るようになった、新しい種類の高出力

ダイオードレーザの可用性が高まった

ことが、主な要因である。それでも、

成長を上回るペースで価格が低下した

ことで、ライトショー用レーザの2５17

年総売上高は微減した。しかし、すべ

ての望みが失われたわけではない。

2５17年11月、レーザショーとシステ

ム設計を専門とする英ERプロダクシ

ョンズ社（ER Pおodきcがionか）は、過去

最大規模のレーザショーを実演して、

ギネス世界記録に認定された（105）。同

社は創立1５年を記念して、ネバダ州

ラスベガスで3５分間のレーザショーケ

ースを実施した。314個のレーザ照明

を使用した、記録を更新する7分間の

フィナーレは圧巻で、ショーはクライ

マックスのうちに幕を閉じた。ラスベ

ガス・コンベンション・センター（Laか 

Vegaか Conぎenがion Cenがeお）で開催さ

れたこのショーでは、重さ13トン以上、

価格は約35５万ドルとされる装置が使

用された。同社によると、最後のシー

ンでは、1377Wのレーザ出力によって、

ネバダ州の空が照らされたという。

　デスクトップ印刷市場では、商用レ

ーザプリンターが引き続き、市場を牽

引している。最大のニュースの1つは、

米ヒューレット・パッカード社（HP：

Heくleがが Packaおd）が1５億5５５５万ドル

を投じてサムスン社のプリンター事業

を獲得するという、大型買収（106）だっ

た。HP社はこの買収で、サムスン社

の65５５件の印刷関連特許に加え、レ

ーザ技術、画像処理エレクトロニクス、

備品およびアクセサリを専門とする

13５５人近くの研究者とエンジニアで構

成される人員を手に入れた。HP社は8

月、2５17年第3四半期の総純売上高

が131億ドル（107）と、市場予測を上回

ったことを発表した。印刷部門の純売

上高は、前年同期比6%増の47億ドル

だった。

ライトショー、ゲーム、デジタルシネマ、フロントおよびリアプロジェクター、ピコ

プロジェクター、レーザポインターが含まれる。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。

　短焦点レーザプロジェクターは軌道に乗る

ことができなかったが、ビジネス用プロジェ

クターやピコプロジェクター、そしてデジタ

ルシネマプロジェクターに使用されるレーザ

は増加している。2018年には、2600を

超える新しいシネマスクリーンにレーザ照明

が用いられると予測される。

　この部門の2つめの大きな応用分野が、レ

ーザライトショーである。このエンタテイン

メント用途に使用されるレーザの数は、ここ

数年で爆発的に増加している。高価な固体レ

ーザに代わって使用されるようになった、新

エンタテインメント、ディスプレイ、印刷
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しい種類の高出力ダイオードレーザの可用性

が高まったことが、主な要因である。2017

年には、成長を上回るペースで価格が低下し

たことで、ライトショー用レーザの総売上高

は微減した。
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