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世界光産業 情報記録・撮像・映像機器関連製品/部材の市場を調査
― ２０１１年予測 携帯電話向カメラ用光学デバイスは１兆円超（０７年比１７.２％増） ―
マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志
03-3664-5841）は、ＡＶ・ＯＡ・セキュリティ・産業機械・自動車・医療機器などに搭載される半導体、光学レンズ、
レーザ、フィルタ、マテリアルなどの光学デバイスと、光学製品の市場を調査した。その結果を報告書「２００７ 光
産業予測便覧 Ｖｏｌ.２ ―情報記録・撮像・映像機器関連編―」にまとめた。この報告書では情報記録・撮像・
映像機器関連製品/部材として光ピックアップ用光学デバイス６品目、携帯電話向けカメラ用光学デバイス５品目、
デジタルスチルカメラ/ビデオカメラ用光学デバイス８品目、車載カメラ用光学デバイス３品目、監視カメラ用光学
デバイス３品目、ＯＡ機器用光学デバイス１０品目、プロジェクタ用光学デバイス９品目、医療機器・ＦＡ用光学製
品８品目、マテリアル７品目の９分野５９品目の市場分析を行った。
＜調査結果の概要＞
年平均成長率は 2007 年〜2011 年
１．光ピックアップ用光学デバイス
２００７年見込
前年比
２０１１年予測
年平均成長率
２,６０４億円
１０６.９％
２,３９３億円
−２.１％
光ピックアップはＣＤやＤＶＤなどの光ディスクから情報の読取や書込みを行なうためのレーザ光源および受光

部などで構成される電子部品である。０６年の光ピックアップはＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤ−ＲＯＭ用、ＤＶＤレコー
ダなどのＤＶＤ系が伸びているものの、ＣＤプレーヤ、ＣＤ−ＲＯＭ用などのＣＤ系が減少し、数量ベースで８億３,
１４４万台、前年比０.８％の微増となった。０７年はＤＶＤレコーダ／ＤＶＤ記録用と０６年末に市場投入された
次世代ＤＶＤ用が牽引し前年比１.４％増の８億４,２９０万台が見込まれる。従来型の製品ではＤＶＤ記録系の伸び
が見込まれる以外殆どの製品が減少と予想され、次世代ＤＶＤ向けが拡大するものの、０７年を天井に減少推移に転
じると予測される。
光ピックアップを構成する半導体レーザ、受光素子、光学レンズなど５デバイスを対象とした０６年の市場は２,
４３７億円となり、０７年は前年比６.９％増の２,６０４億円と見込まれる。半導体レーザではＣＤ系半導体レーザ
（一部ＤＶＤ含む）のＣＤ−ＲＯＭ向け、ＣＤ−Ｒ／ＲＷ向けが減少しているが、ＤＶＤ記録型向けなどが伸びてお
り、ＤＶＤ系半導体レーザもＤＶＤ記録型向けが拡大を牽引している。また、ＤＶＤ系は２波長タイプへの移行が進
んでおり、０６年後半に市場が立ち上がった次世代ＤＶＤ向けは急拡大している。光学レンズは次世代ＤＶＤ向けに
ガラス非球面レンズが使われたこともあり単価が上昇した。光学用薄膜部品は光ピックアップの低迷を受け０６年以
降縮小に転じている。回折格子※1 はＤＶＤ記録型に２枚組み込むこともあり、０６年は２桁の伸長を見せた。
※1：光を波長ごとに分ける分光材料

①半導体レーザ（光ピックアップ用）
半導体レーザはＣＤ系（一部ＤＶＤ含む）の７８０ｎｍ帯、ＤＶＤ系の６５０ｎｍ帯近傍、ＤＶＤ系の２波長タ
イプ（７８０／６５０ｎｍ帯）
、次世代ＤＶＤ用の４００ｎｍ帯近傍に分けられる。
０６年の半導体レーザは平均単価下落により金額ベースでは減少となったが、数量ベースで前年比０.１％増の
横ばいとなった。
０７年は次世代ＤＶＤ用やＤＶＤ系２波長タイプなど単価の高い品目が伸びたことで平均単価が
上昇し、金額ベースが数量ベースの伸びを上回ったが、数量ベースでも前年比４.２％増の１５億７４０万個が見
込まれる。ＣＤ系の半導体レーザは０６年に縮小へ転じ、以降縮小推移と予測される。ＤＶＤ系は０７年まではプ
ラス成長が見込まれるが、０８年以降ＤＶＤ系２波長タイプへの移行が進み、縮小推移と予測される。需要の移行
を受けるＤＶＤ系２波長タイプは０８年から２０１１年までは年率４％増程度の伸長が予想される。
次世代ＤＶＤ
用はゲーム市場の伸びが期待値を下回る可能性が高いものの、０７年に８４億円、２０１１年には２５５億円が予
測される。
本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fuji-keizai.co.jp）
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２．カメラ用光学デバイス

年平均成長率は 2007 年〜2011 年

２００７年見込
前年比
２０１１年予測
年平均成長率
携帯電話向ｶﾒﾗ用光学ﾃﾞﾊﾞｲｽ
８,８８０億円
１１４.４％
１兆 ４０７億円
４.０％
ＤＳＣ／ＤＶＣ用光学ﾃﾞﾊﾞｲｽ
７,０１６億円
１０４.９％
７,５１０億円
１.７％
車載カメラ用光学デバイス
２５９億円
１２３.９％
７１７億円
２９.０％
監視カメラ用光学デバイス
４５３億円
１００.７％
４８０億円
１.５％
携帯電話向カメラ用光学デバイスはカメラモジュール、イメージセンサなどをはじめ４品目を対象としている。携
帯電話端末市場が拡大し、メインカメラの搭載率の増加やインカメラの増加によってデバイス市場も高成長を続けて
いる。ＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）／ＤＶＣ（ビデオカメラ）用光学デバイスはイメージセンサ、光学レンズな
どを対象としている。ＤＳＣ／ＤＶＣ用光学デバイスでは一眼レフのＤＳＣが当面拡大の方向にある。高価なイメー
ジのあった一眼レフＤＳＣであるが、普及機の低価格製品が発売されたことで、急激に市場を伸ばし、０６年は前年
比３９.５％増の５３０万台となった。０７年も後継機が高性能で低価格な製品が多く、前年比３２.１％増の７００
万台が見込まれる。今後は中国を中心としたアジア地域での需要が見込まれる。特に中国では富裕層が高級機を求め
るなど市場が活気付いている。また、ＤＳＣは世界で飽和状態にあるが、一部のＤＳＣユーザーは入門機として普及
機の一眼レフＤＳＣへ移行している。上位機種へのシフトも期待できる。また、ＤＶＣは数量ベースで微増から横ば
いであるが、ＨＤ対応機種の拡大が光学デバイスのグレードアップにつながっている。車載カメラ用光学デバイスは
カメラモジュール、イメージセンサ、光学レンズを対象としている。日本から立ち上がった車載カメラ市場は、その
機能が海外でも認知されだし、海外メーカーの自動車にも搭載が始まっており、デバイス市場も順調に拡大している。
監視カメラ用光学デバイスはイメージセンサ、光学レンズを対象としている。監視カメラもワールドワイドで防犯に
対する認識が高まっており需要が拡大している。特に欧米の需要が高く、これまで安全認識が薄かったアジア圏にお
いても浸透しつつあり、イメージセンサや光学レンズといったデバイスの市場拡大が続くと予測される。
①携帯電話用カメラモジュール
カメラモジュールやイメージセンサにおいては高画素化が進展している。ボリュームゾーンはＶＧＡ（640×480
ﾋﾟｸｾﾙ）であるものの、０６年のカメラモジュールは前年比７０.０％増の６億５,０３０万個となった。特に１.
３Ｍ（1280×1024 ﾋﾟｸｾﾙ）のカメラが急増した。０７年は２Ｍ（1600×1200 ﾋﾟｸｾﾙ）のカメラの拡大が貢献し前年
比３６.１％増の８億８,５００万個が見込まれる。
日系メーカーの端末にはほぼ１００％カメラが搭載されている
が、ワールドワイドでも搭載率は６割程度まで上昇している。また、インカメラの採用も拡がっており、カメラモ
ジュールは数量ベースでは年率１０％以上の拡大が続くが、
平均単価が下落しており金額ベースでは数量ベースほ
どの伸びは期待できないと予測される。
②車載カメラ用モジュール
現在の主な用途はバックビュー（バックモニタ）であり、後進時の視覚確保が目的となっている。日本では認知
度が高まっており更に搭載率の上昇が見込まれる。一方、海外では画像認識用途を中心に搭載の検討が行われてお
り、２０１０年頃の本格普及が予想される。日本でも画像認識用途の搭載率上昇が予想され、カメラの複数搭載も
進むと見られる。これに伴い車載カメラ用の各種デバイスは市場拡大が続いており、モジュールは０６年に前年比
２６.７％増の２６１万個、０７年には前年比２７.２％増の３３２万個が見込まれる。
年平均成長率は 2007 年〜2011 年
３．ＯＡ機器用光学デバイス
２００７年見込
前年比
２０１１年予測
年平均成長率
２,５７３億円
１０７.７％
３,２５４億円
６.０％
ページプリンタ、ファクシミリなどのＯＡ機器用のプリントヘッド、半導体レーザ、コリメータレンズ※1、ｆθレ

ンズ※2 など７品目の光学デバイスを対象としている。ページプリンタは微増程度であるが、カラー化が進みプリント
ヘッドが伸びた（カラー化でプリントヘッドが１個から４個へ）
。これに伴いプリントヘッド用の半導体レーザ、コ
リメータレンズ、ｆθレンズが伸び０６年は全体で前年比７.２％増の２,３８９億円となり、０７年は前年比７.７％
増の２,５７３億円が見込まれる。
※1：照射された光を平行光にしてポリゴンミラー（プリンターで像を描くのに使われる回転多面鏡）の前のシリンダレンズに当てる役割を担う。
※2：レーザースキャンニングユニットに使用される。ポリゴンミラーによって偏向された光を、感光体上に結像する役割を担う。

４．プロジェクタ用光学デバイス
年平均成長率は 2007 年〜2011 年
２００７年見込
前年比
２０１１年予測
年平均成長率
１,０１５億円
８４.７％
９９６億円
−０.５％
フロントプロジェクタ、リアプロジェクションＴＶ用の投射レンズ、ダイクロイックミラー/フィルタ、ダイクロ
イックプリズムなど７品目の光学デバイスを対象としている。０６年はＦＰＤ−ＴＶとの激しい競争により、リアプ
ロジェクションＴＶが前年比３６.６％減の２９５万台となったことで、プロジェクタ用光学デバイスの市場も前年
本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fuji-keizai.co.jp）
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比１１.７％減の１,１９８億円となった。０７年もトップシェアのソニーが販売数量を大きく落としており前年比４
７.１％減の１５６万台となったことで、デバイス市場も前年比１５.３％減の１,０１５億円が見込まれる。リアプ
ロジェクションＴＶの縮小も０８年頃からフロントプロジェクターの伸びでカバーできると予想され、以降は横ばい
から微増で推移していくと予測される。
年平均成長率は 2007 年〜2011 年
５．医療機器・ＦＡ用光学製品
２００７年見込
前年比
２０１１年予測
年平均成長率
９８８億円
１０５.８％
１,１６１億円
４.１％
露光装置、紫外線スポット硬化装置、マシンビジョン用カメラ・光源を対象とした市場である。０７年は前年比５.

８％増の９８８億円と見込まれる。
①内視鏡（ファイバースコープ）
内視鏡は中国や中東などアジアの新興地域で需要が拡大している。
搭載されるＣＣＤは最先端の機種で８０万画
素程度と高精細化が進んでいる。また、患者負担を軽減するためファイバーを細くする開発や、経鼻挿入の機種な
どが登場している。０６年は前年比５.１％増の４,１５０万台、０７年は前年比３.６％増の４,３００万台が見込
まれる。新技術の内視鏡が世界各国で認識されることで今後も需要は高まると予測される。
以上
＜調査対象＞
光ピックアップ用光学デバ
イス
携帯電話向カメラ用光学デ
バイス
デジタルスチルカメラ/ビ
デオカメラ用光学デバイス
車載カメラ用光学デバイス
監視カメラ用光学デバイス
ＯＡ機器用光学デバイス

プロジェクタ用光学デバイ
ス
医療機器・ＦＡ用光学製品

マテリアル

光ピックアップ、半導体レーザ（光ピックアップ）
、受光素子（光ピックアップ）
、光学
レンズ（光ピックアップ）
、光学用薄膜部品、回折格子（光ピックアップ）
携帯電話、携帯電話用カメラモジュール、イメージセンサ（携帯電話）
、光学レンズ（携
帯電話）
、ＩＲカットフィルタ（携帯電話）
デジタルスチルカメラ（一眼レフ）
、デジタルスチルカメラ（コンパクト）
、ビデオカメ
ラ、イメージセンサ（ＤＳＣ/ビデオカメラ）
、光学レンズ（ＤＳＣ/ビデオカメラ）
、一
眼レフ用交換レンズ、ローパスフィルタ、ＩＲカットフィルタ（ＤＳＣ/ビデオカメラ）
車載カメラモジュール、イメージセンサ（車載カメラ）
、光学レンズ（車載カメラ）
監視カメラ、イメージセンサ（監視カメラ）
、光学レンズ（監視カメラ）
ページプリンタ、ファクシミリ、複写機・複合機/インクジェットＭＦＰ、プリントヘッ
ド（ＬＥＤ/ＬＤ）
、半導体レーザ（プリントヘッド）
、ＣＣＤリニアイメージセンサ、 密
着イメージセンサ、ｆθレンズ、コリメータレンズ、スキャナレンズ
フロントプロジェクタ、リアプロジェクションＴＶ、プロジェクタ用投射レンズ、ダイ
クロイックミラー/フィルタ、ダイクロイックプリズム、ＵＶ/ＩＲカットフィルタ、リ
フレクタ、リアプロジェクションＴＶ用ミラー、プロジェクタ用光源
内視鏡、露光装置（半導体用）
、露光装置（ＬＣＤ用）
、露光装置（プリント配線板用）
、
紫外線スポット硬化装置、マシンビジョン用カメラ、マシンビジョン用光源、半導体レ
ーザ（加工用/医療用）
レンズ用樹脂材料、ガラスレンズ用プリフォーム、レンズ用反射防止膜材料、レンズ用
研磨剤、波長変換用デバイス、遠赤外線カメラ、レンズ用接着剤

＜調査方法＞
富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング調査及び関連文献、社内データベースを併用
＜調査期間＞
２００７年８月〜９月
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