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目玉は5G。自動運転関連はやや足踏みの
感もあるCES2019
̶ 5G、AI、自動運転、8Kテレビから空飛ぶクルマまで、何でもありで
活況を呈するCES。中国企業の存在感はむしろ増大̶

はじめに
　2019年 1月 8日から 11日にかけて、米ラスベ
ガスで開催された世界最大級の「民生技術」展示
会CES2019は、昨年訪れたCES2018に勝るとも
劣らない活況を呈していた（写真1）。来場者数
18万人超、出展社数約4,500社（CES2018は約
18万人、約 4,400社）。サムスン電子、パナソニッ
ク、インテル、LGエレクトロニクス、ファーウェ
イ等、大手企業が集結するラスベガス・コンベン
ションセンターのセントラルホールは、連日大混
雑で、ランチはハンバーガーなどを買っての立ち
食いが当たり前、通路には疲れて寝転ぶ人もいる

Point
❶  2019年 1月にラスベガスで開催されたCES2019は、参加企業が電機、自動車のみならず、IT
企業、部品メーカー、スタートアップ企業等へとすそ野が広がり、総合技術展示会の様相を呈して
いた。昨年同様大盛況だった。

❷  CES2019で主要テーマとなっていたのは次世代移動通信システム5G、自動運転、AI、IoT であ
る。自動車関連の展示は多かったが、今にも完全自動運転時代がやってくるといった前のめりの姿
勢から現実路線に転じている印象を受けた。

❸  5Gは大きな可能性を秘めており、技術的には実用化目前である。ただファーウェイ、ZTEの中国
2社が基地局で大きなシェアを占めており、米中貿易摩擦の影響を受ける可能性がある。
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写真 1　CES会場内の様子

出所：筆者撮影
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始末で、毎日がお祭り状態だった。
　だが、子細に眺めると2018年とは違う光景が
見えてくる。
　2018年の主役は、日本でも広く報道されたトヨ
タ自動車のモビリティ専用電気自動車「e-Palette」
等、自動運転・次世代自動車だった。2019年も自
動車関連展示は自動車メーカーのみならず電機
メーカー、半導体メーカーで幅広く見られたが、
一時よく聞かれた「近い将来、完全自動運転の時
代がやってくる」といった前のめりの言辞は影を
潜め、コンセプトカーを展示して「将来、こんな

こともできる（かもしれない）」と夢を語るにとど
まるブースが多かった。トヨタ自動車は出展しな
かった 1。
　自動車に代わり、前面に出てきたのが次世代移
動通信システム「5G」である。2019年から世界
各国で実用化が始まることもあり、写真2のよう
にいたるところに5Gの文字が躍る。5G関連の展
示を大々的に行った半導体メーカー、インテル、
クアルコムのブースは、例年最大級の集客を誇る
サムスン電子のブース並みの混雑となっていた。
　人工知能（AI）、IoTはもはや当たり前の技術と
してとらえられ、家電、スマートホーム、自動車、
産業機器はもちろん、農業機械にまで組み込まれ
ている。大手電機メーカーのほとんどが超高精細
の8Kテレビを展示、久々にテレビに注目が集まっ
ていたのも昨年と違う。
　4日間、展示会場を見て回ったが、5Gが前面に
出てきた以外は、従来テーマが徐々に進化しつつ
あるという感じで、昨年と劇的変化はない。ただ、
展示内容は家電、モバイル、自動車、半導体、スマー
トホームは言うに及ばず、AIを搭載したコンバイ
ン 2（写真 3）、空飛ぶクルマ（後述）、猫用全自動
トイレ 3、水中ドローン（写真4）まで、もう何で

1    ただ、トヨタ自動車はCES2019 に先立ち報道陣向けイベントを行っている。後述の主要企業の動向＜自動車編＞で、トヨタ自
動車の動向を紹介する。

2    写真のコンバイン収穫機はAI搭載で、収穫中の穀物のグレードを判別し、穀粒選別を自動的に行う。
3    猫の排せつ物の処理が、汚物の入った袋を捨てるだけで劇的に簡単になるとのこと。

写真 2　5Gの文字が躍るインテルのブース

出所：筆者撮影

写真 3　  ディア・アンド・カンパニーの
AI 搭載農業機械

出所：筆者撮影

写真 4　  中国スタートアップ企業SUBLUEの
水中ドローン

出所：筆者撮影

目玉は5G。自動運転関連はやや足踏みの感もあるCES2019



経営センサー　2019.3
4444

もありの総合技術展の様相を呈していた。
　日本企業の存在感はいかばかりだったのか、米
中貿易摩擦で渦中の中国企業は何を見せたのかを
含めてお伝えしたい。

1．CESとは何か
　世界最大の「民生技術」展示会CESは、1967
年に家電見本市として始まり、ビデオカセットレ
コーダー、CDプレーヤー、有機ELテレビ、タブ
レット等、その時々の話題の製品が紹介される場
として注目を集めてきた。スマートフォンを最後
に電機分野で画期的新製品が登場しなくなったこ
とにリーマンショック（08年）が追い打ちをかけ、
来場者数が約11万人まで落ち込む（09年）とい
う冬の時代もあったが 4、17年、18年と来場者数
は18万人を超え、世界有数の展示会として日本
でも注目を集めている。
　CES隆盛の背景には、車載機器に IT技術が使
われていることに目を付けた主催者団体、全米民
生技術協会（CTA）が自動車メーカーに出展を促
し、自動車メーカーの展示が急増したことがある。
　近年は自動車メーカーだけでなく IT企業、半
導体メーカー、電子部品メーカー、自動車部品メー
カーの展示も増えている。ロボット、IoT、AI、自
動運転といった次世代技術が実用化段階に入り脚
光を浴びているが、こうした分野は、①電機、自
動車といった単一業界では製品が完成しないこと、
② IT企業や半導体、部品メーカーがプラット
フォーマー、あるいは、なくてはならないコア製
品として主導権を握る可能性もあることから、多

様な企業が成果をアピールし注目度を上げるため、
我も我もと出展する総合技術見本市となったので
ある。
　次世代技術で一旗上げようというスタートアッ
プ企業の出展も、2017年の 2倍の 1,100 社に激増
している。スタートアップ企業が小ブースを連ね
るエウレカパークというエリアは、玉石混交の混
沌空間となっており、ユニコーン企業 5予備軍に
始まり、「これは、売れないだろう」と思わざるを
得ない趣旨不明の珍品までずらりと並び壮観であ
る。同エリアは、国がスタートアップを支援する
場ともなっており、「鶏」印のフランスの「フレン
チテック」が圧倒的存在感を見せている 6（写真5）。
　CESを世界最大級の展示会に押し上げた功労者
のCTAのシャピロ会長は、こうした状況を踏ま
え、「CESを家電見本市と呼ばないでほしい。
CES（シー・イー・エス）が正しい名称だ」と繰

4    余談になるが、来場者数が減って姿を消した展示会もあれば、来場者数が多すぎて潰れた展示会もある。1979 年から 2003 年か
らラスベガスで開かれていた IT見本市「コムデックス」がそれである。ビル・ゲイツ氏の基調講演が人気を博し、20万人を超
える来場者が押し寄せたが、あまりの人の多さに出展側も来場者も嫌気がさしてなくなった。CESも来場者数には気を使ってい
る模様で、かつての家族連れの一般人でもOKのスタンスから、ビジネスパーソン限定に路線を変え、一定の制限をかけている
ようである。入場者バッジを入手するには、名刺のPDFをネット経由で送ったり、CTAが指定する場所でパスポートを見せて
受け取る必要があったりと、結構面倒である。確かに、今より人数が増えたら、出展側も対応できないだろうし、あまりの人ご
みに倒れる人が出てきそうである（もう出ているかもしれないが）。

5    企業としての評価額が 10億ドル以上で、非上場の有望企業。
6    国の肝いりでスタートアップ企業を支援しているのはフランスだけでなく、オランダ、イスラエル、スイス、香港等のスタート
アップ企業も国名を掲げた一角にブースをずらりと並べていた。日本もジェトロ等の旗振りで出展はしていたが、その数わずか
18社。

写真 5　圧倒的存在感のフレンチテック

出所：筆者撮影
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り返し述べている。1月初旬に開催されるCESは
その年の電機・自動車その他もろもろの民生技術
のトレンドを占う場として、多数の来場者、メディ
ア関係者を集めている。

2．CES2019のキーワードは？
　CESの主催団体CTAは、CES2019の技術トレ
ンドとして5G、AI、乗り物と技術の融合、ロボティ
クス等を挙げた。ここでは5Gに注目し、5G関連
の大々的な展示を行っていた半導体メーカー、イ
ンテル、クアルコムのブースを紹介したい。
　注目分野には入っていないが、AIによる音声認
識で覇権争いを続けるグーグル、アマゾンが、
GAFA7への逆風をものともせず、各社製品に潜
り込み存在感を放っていた様子もお伝えする。

（1）5G
　5Gとは、次世代移動通信システムである第5世
代移動通信システム（Fifth（5th）  Generation）の
略である。19年から世界各地で実用化が始まるこ
とから、5Gがらみの展示が増えた 8。
　移動通信分野は、通信システム（インフラ）と
携帯端末の双方が根幹から入れ替わり、通信速度
が劇的に向上する「世代（Generation）」交代により、
技術革新を遂げてきた。
　各世代の日本における移り変わりを見ると、1G
（アナログ方式）が70～ 80年代、2G（デジタル
方式に）が90年代、3G（高速データ通信が可能に）
が00年代、4G（超高速データ通信が可能に）が
10年代とざっくり分けられる。
　4Gに移行した時点で、携帯端末で動画をストレ
スなく見られるレベルに達したが、5Gに移行すれ
ば、①通信速度は理論上、4Gの 100倍の 1万メガ・
ビット /秒となり、②時速500キロで高速移動中

も安定的な通信ができ、③1km2 あたりの同時接
続端末数も1万台から 100万台に、④機器間の通
信が数ミリ秒以内（低遅延通信が可能）、となる。
　5Gが実現すれば、2時間の映画をスマホでダウ
ンロードするのに3秒しかかからなくなる。だが、
恩恵が大きいのは大量データを高速でやり取りす
る自動運転、IoTといった産業分野だろう。とり
わけ自動車は、自動運転に必要な、「車載のカメラ
やレーダーで集めた膨大なデータをクラウドに送
り、AIで分析してクルマをどう動かすか即時に遠
隔処理する」ことが可能になるため、5G対応が死
活問題になる。
　インテルはパソコン、サーバー向けCPUで首
位の半導体メーカーだが、モバイル端末用5Gモ
デム、5G基地局向けプロセッサへの本格参入を発
表した（写真6）。
　もともと通信向け半導体に強いクアルコムも、
5G対応モデム搭載のスマホ（OPPO、Vivo、小米）
を展示するとともに、車載用プラットフォームと
して第3世代となる「Snapdragon Automotive 
Cockpit Platform」を発表 9。ラスベガスでの自動

7    グーグル（Google）、アップル（Apple）、フェイスブック（Facebook）、アマゾン（Amazon）の頭文字をとってつけた呼称。大
量のデータを独占的に取得している 4社に対して、①相次ぐ情報流出事件、②独占的な地位を利用しての取引先への不当な条件
押しつけ、への批判が高まり、顧客データ管理の厳格化や規制強化等の動きが強まっている。

8    米大手通信会社のAT&Tとベライゾン・コミュニケーションズは、全米主要都市で 18年末から 5Gの商用サービスを開始した。
19年には韓国や中国でも商用化や大規模実験が始まる。日本では 19年半ばに携帯大手 3社がプレサービスを始める予定。

9    車のコックピットや車内エンターテインメントを制御するためのプラットフォーム。

写真 6　５G分野への進出を発表するインテル

出所：筆者撮影
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運転実証実験の模様も実況中継していた（写真7）。
　技術的には実用化が目前の5Gだが、問題があ
る。米中貿易摩擦である。
　図表1のように、通信基地局の世界シェア（17
年）の約 9割をファーウェイ、エリクソン、ノキア、
ZTEの 4社が握っており、5Gでは中国 2社の先
行が鮮明になっている 10。有力 5G基地局メーカー

が1社もない米国は産業政策・安全保障の両面か
ら大いに危機感を募らせ 11、中国 2社を猛烈に叩
いている。
　基地局で世界首位、5G技術で先頭を走るファー
ウェイ（写真8）は、これ以上バッシングされる
のはかなわないとみてか、スマホやVR体験コー
ナー等が主体のおとなしめの展示であった

10    5G は 4G基地局のソフト更新などで対応可能だが、基地局数はより多く必要となる。中国が 15年以降の 3年で 35万カ所の基
地局を新設したのに対して、米国は 3万カ所。中国は国家を挙げて 5Gを推進しており、2030 年までに 5G関連に 4,000 億ドル
投資する計画である。

11    4G では、動画や音楽配信等サービスで米国勢が主導権を握り、GAFAが飛躍する要因ともなった。5Gで中国勢の後塵を拝す
ると、AI、自動運転等で負ける恐れがある。通信技術は国防の要であり、インフラを動かす技術でもあることから、米国とし
ては何が何でも中国の独走を許すわけにはいかない。

写真 7　  クアルコムのラスベガスでの自動運転実証
実験の模様

出所：筆者撮影

図表 1　世界の基地局シェア（2017 年、売上高ベース）
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出所：IHSマークイット

写真 8　ファーウェイのブース

出所：筆者撮影
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（写真9）。ZTEは出展していない。
　漁夫の利を得ようとしてか、5Gをすかさずア
ピールしていたのがサムスン電子である。5G対応
のスマホのプロトタイプを展示したほか、5Gのア
ンテナ、中継器等も展示、商機を窺っていた。
　「あれもできる、これもできる」と盛り上がる
5G。技術的には実現可能な段階に入っているが、
実用化には多数の基地局が必要となる。安価な中
国製が使えないとなると、割高なサービスになっ
たり、実現が遠のいたりする恐れがある 12。
　
（2）  AI、IoT は当たり前。どこでもグーグル、

車載はアマゾン？
　5Gと並んで関連展示が多かったのが IoT、AI、
自動運転である。
　韓国・中国メーカーを中心とする家電コーナー
では、IoTやAI活用が当たり前となっている（写
真10）。IoTやAI対応の家電等デバイスを操るデ
ファクトスタンダードとなりつつあるのが、「AI
による音声認識」の2大勢力であるグーグルの
「グーグルアシスタント」とアマゾンの「アレクサ」
である。サムスン電子のように独自規格を持つメー
カーもあるが、ほとんどのメーカーはいずれか、
あるいは両規格対応をうたって「つなぎやすさ」
をアピールしている。対応デバイスに対してグー
グルは「ヘイ、グーグル」アマゾンは「アレクサ」
と呼び掛けて起動する。
　グーグルとアマゾンの音声認識がCESの表舞
台に出てきたのは昨年からである。IoT対応のデ
バイスをつなぐという構想はそれ以前にもあった
が、独自規格で動く製品が多く、普及に至ってい
なかった。つなぎ役不在で宙ぶらりんだった IoT
に、「AIによる音声認識」という切り口で参入し
たのがアマゾン、グーグルである。
　スマートテレビはグーグルアシスタント対応が
多かったが、LGのテレビはアレクサにも対応して
いる（写真11）。車載ではアマゾンのアレクサの

12    5G通信網が「中国系」「それ以外」に分かれた場合、相互運用性にも問題を生じる。

写真 10　  チャンコンのスマートテレビ・コーナー

出所：筆者撮影

写真 11　LGエレクトロニクスのスマートテレビ

出所：筆者撮影

写真9　ファーウェイのVRを使ったゲームコーナー

出所：筆者撮影

目玉は5G。自動運転関連はやや足踏みの感もあるCES2019
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表示が目立った（写真12）13。
　グーグル対アマゾンの音声認識対決では、今の
ところ、AIスピーカー「アマゾン・エコー」投入
で先行したアマゾンが若干リードしている。ただ、
グーグルがスマホのOS「アンドロイド」を擁す
るエコシステムの広さを武器に猛追。CES2019会
場壁面に写真13のように「ヘイ、グーグル」と
大書して注目を集めたほか、グーグル対応端末を
ずらりと展示した巨大ブースも用意して「成果」

を打ち出していた（写真14）。「ヘイ、グーグル」
の帽子をかぶったグーグルのスタッフは、他社ブー
スにも待機して熱心に説明していた（写真15）。
　
3．主要企業の動向＜電機編＞
　ここからは主要企業のブースをご紹介したい。
　まずは、電機編。展示会場の「センター」に陣
取り大賑わいを見せていたサムスン電子とLGエ
レクトロニクス、次に日本の大手電機メーカーの

写真 13　 CES会場壁面には「Hey Google」

出所：筆者撮影

写真 15　グーグルアシスタントの説明スタッフ

出所：筆者撮影

写真 14　  グーグルブース内のグーグル
アシスタント対応端末

出所：筆者撮影

13    グーグルの持ち株会社「アルファベット」傘下には自動運転開発企業のウェイモがあるので、自動車メーカーはグーグルアシ
スタントを敬遠する傾向にある。

写真 12　車載ではアレクサ優勢？

出所：筆者撮影

技術・業界展望
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ブースを紹介する。中国企業は、米中貿易摩擦の
余波か出展社数を減らしたが、8Kテレビを前面に
押し出して昨年より集客力を高め、むしろ存在感
を増していた。

（1） サムスン電子と LGエレクトロニクス
　日本にいるとピンとこないが、近年CES会場
のど真ん中に巨大ブースを構え、主役の座を争っ
ているのが、サムスン電子とLGエレクトロニク
スである。

① LGエレクトロニクス

　写真16はLGエレクトロニクスの入り口の様
子である。昨年同様、曲面有機ELパネルを敷き
詰めた圧巻の展示。刻々と変わる鮮やかな画面は
非常に美しく、テレビ用大型有機ELパネルを唯
一量産できるメーカーとしての面目躍如である。
　来場者の注目を集めていたのが、昨年プライベー
ト展示 14 されたロールアップ有機ELテレビであ
る。写真17では画面が出ているが、徐々に巻き
取られる形で、下部の台座部に完全に収納される。
画面がするすると上に伸び、また徐々に巻き取ら

れるという動作を繰り返していた。横から見ると
非常に薄い画面だが、前から見ると画像は鮮明。
テレビ画面の大型化に伴い、「視聴しない時は収納
したい」との声にこたえたとのことで、19年内に
は発売予定である。
　88インチの超高精細8K有機ELテレビも関心
を集めていた（写真18）。今年のCESはいたると
ころで8Kテレビを目にした。8K放送が始まって
いるのは日本だけという状況にもかかわらず 15、展

写真 17　   LG エレクトロニクスのロールアップ
有機ELテレビ

出所：筆者撮影

写真 18　   LG エレクトロニクスの 88 インチ有機
ELテレビ

出所：筆者撮影

写真 16　  LG エレクトロニクスの曲面有機
ELパネル展示

出所：筆者撮影

14    CESの展示には一般来場者が見学できる一般展示と、取引先等の関係者のみが入場できるプライベート展示がある。プライベ
ート展示はベネチアン等、ホテルの会議室を使用しての開催が多い。

15    18 年 12 月、日本で 4K・8K放送が始まった。視聴するには対応テレビだけでなくアンテナ、チューナーが必要なうえ、コン
テンツもあまりないので、8K商戦が盛り上がっているとは言いがたい。
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示会場に8Kテレビが氾濫したのは、8K放送がな
くてもアップコンバート機能により従来放送をよ
り高画質で視聴できるからである。会場に展示さ
れていた8Kテレビのディスプレーは「液晶」「有
機EL」「LED（発光ダイオード）」に分かれてい
たが、LGはもちろん有機ELを押している。
　このほか、配達や給仕に使えるサービスロボッ
トのデモ（写真19）、近年、LGの稼ぎ頭となって
いる高級家電（写真20）16 の展示も行われていた。
変わり種では、自家製ビール製造機の展示もあっ

た（写真21）。

② サムスン電子

　ロールアップ有機ELテレビで来場者を驚かせ
たLGエレクトロニクスに比べ、家電から車載ま
で幅広く展示されていたものの、やや「去年と同
じ感」が漂っていたのがサムスン電子である（写
真22）。集客力は昨年同様高かったが、目玉は昨
年も展示されていたマイクロLEDテレビ「The 
Wall」。146インチから 219インチに巨大化して、

16    写真の「スタイラー」はクロゼット型ホームクリーニング機で、中のハンガーに衣服類をかけてセットすると細かい振動とミ
スト噴射でしわやほこり、たばこの臭いなどがとれる。13万円以上するが、富裕層を中心に人気。

写真 19　   LG エレクトロニクスのサービス
ロボット

出所：筆者撮影

写真 21　   LG エレクトロニクスの自家製
ビール製造機

出所：筆者撮影

写真 20　   LG エレクトロニクスのクロゼット型
ホームクリーニング機「スタイラー」

出所：筆者撮影

写真 22　 大混雑のサムスン電子のブース

出所：筆者撮影

技術・業界展望
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昨年の静止画中心から動画になっていた（写
真23）。
　マイクロLEDとは微細なLEDを敷き詰めて映
像表示するパネル技術のことで、次世代テレビパ
ネルの候補の一つである。小さな半導体をびっし
り敷き詰めて高精細度の画像を作る。LGが有機
ELテレビを次世代テレビと位置付けているのに
対して、サムスンが次のテレビと押しているのが

このマイクロLEDテレビである 17。QLEDテレ
ビと呼ぶ 8K液晶テレビも展示されていた 18。
　車載関連機器の展示も行われた。写真24は
2017年に 80億ドルで買収した米自動車部品大手
「ハーマンインターナショナル」との協業で誕生し
た「デジタルコックピット」で、車内から家のデ
バイスを操作したり、音楽、室温等車内環境を個
人別に最適化したりできる。
　LGと同じく、各種ロボットのデモも行われた19。
写真 25の舞台中心部にたたずむ丸顔のBot Care
は顔の部分に手を置くと血圧や心拍を測定する。

（2） 存在感低下は否めない日本の電機メーカー
　かつてはCES会場の「センター」に陣取り、
注目を浴びていた日本メーカー。だが、最近は「数」
も少なく埋没気味である。CES2019の主催団体
CTAによれば、出展社数約4,500社中、数が多い
順に米国（1,745社）、中国（1,326社）、フランス（338
社）、カナダ（100社）。日本は…49社である 20。
　CESの花形、大手電機メーカーが集結するセン
トラルホールにはパナソニック、ソニー、シャー

17    有機 ELパネルで量産体制を築いているのは大型ではLGエレクトロニクス、中小型ではサムスン電子の 2社のみである。LG
以外の企業が有機ELテレビを販売する場合、LGから有機ELパネルを購入して、画像エンジンや音質等で差別化を図ること
になる。

18    QLEDテレビは液晶テレビの一種で、バックライトと液晶セルの間に量子ドットフィルムを挟んで画質を向上させている。
19    Samsung Bot と名付けられた各種ロボットは、このほか空気モニタリングを行うBot Air、販売アシスタントのBot Retail など。
20    その他、イギリス 77社、オランダ 66社、ドイツ 54社、イスラエル 51社など。

写真 23　 サムスン電子のマイクロ LEDテレビ

出所：筆者撮影

写真 24　サムスン電子のデジタルコックピット

出所：筆者撮影

写真 25　サムスン電子のロボットのデモ

出所：筆者撮影
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プが出展した。パナソニックは流行りの8Kテレ
ビの展示はなく、昨年同様、企業向けソリューショ
ン主体の展示内容。ソニーはエンタメに傾斜して
いた。鴻海精密工業の傘下に入ったシャープは、4
年ぶりの本格出展である。

① パナソニック

　さすがの集客力を誇るパナソニックのブースで
注目を集めていたのが、写真26の小型のEVプ
ラットフォーム「SPACe_C」である。車両の上下
が分離できることが特徴で、人が乗る設定にすれ
ばライドシェア、物を載せれば移動店舗と、さま
ざまな用途に使える。下部にはパナソニックの小
型EV向けプラットフォーム「48V ePowertrain」
が搭載されている。パナソニックのみならず、
CES2019では昨年トヨタが展示した e-Palette 型
のコンセプトカーが各所で見受けられた。
　このほか、完全自動運転車のコックピット、AI
を活用した顔認証システム（写真27）、自動運転
時にドライバーの精神状態を分析しサポートする
技術も紹介された。
　企業向けを中心に幅広く展示されていたが、昨
年まであったテスラ車、テスラと共同運営してい
る米国ネバダ州の電池工場「ギガファクトリー」
の模型展示が見当たらなかった。

② ソニー

　来場者の高い関心を集めていたソニーのブー
ス。8K映画作成機材やゲーム関連機器等、エンター
テインメント向けを意識した展示が多かった。
　85インチ 8K液晶テレビの映像の鮮やかさはさ
すがだったが（写真28）、昨年と比べて実機展示
が少なかった。なんとなくがらんとした印象を受
けたのは私だけだろうか。

写真 26　   パナソニックの小型 EVプラット
フォーム

出所：筆者撮影

写真 27　パナソニックの顔認証システム

出所：筆者撮影

写真 28　ソニーの 85 インチ 8K液晶テレビ

出所：筆者撮影
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③ シャープ

　鴻海精密工業の傘下に入ったシャープは、ブー
ス横の「シャープ」の看板の下部に「Powered by 
Foxconn21」と書いての4年ぶりの本格出展である。
　得意の液晶テレビ（写真29）からスマートホー
ムの提案、ARグラスまで幅広い分野の展示内容
だったが、久しぶりの展示だったせいかパナソニッ
ク、ソニーに比べると来客者数の少なさは否めな
かった。

（3）  むしろ注目度が高まった中国メーカーの
ブース

　中国企業の出展は、米中貿易摩擦の影響を受け
てか、18年比 2割減となった。日本では存在感低
下との報道もあったが、実際に見ると、主要中国
企業はセントラルホールの日本メーカーが抜けた
場所に着々と進出しており、むしろ存在感は高まっ
ている。昨年の主要中国企業ブースは、頑張って
展示している割には来場者数が少なくやや閑散と
していた。今回は、米中貿易摩擦で関心が高まっ
たのか、ずらりと並ぶ8Kテレビやスマートホー
ムに興味をそそられたのか、どのブースも盛況だっ
た。控えめ展示だったのは、これ以上目を付けら
れまいと考えた（？）、米中貿易摩擦で渦中のファー
ウェイくらいである（それでもものすごい数の来
場者だったが）。
　主要中国家電メーカーの今回の目玉は8Kテレ
ビとスマートホームである。8Kテレビのディスプ
レーは「液晶」「有機EL」「LED」に大別できる。
液晶テレビはコントラストや輝度で有機ELテレ
ビに劣るとされてきたが、ミニLEDを直下型バッ
クライトに使ったり（写真30）、液晶パネルを2
枚搭載して 1枚をバックライト用の調光に使った
りして、有機ELテレビに迫る画質を作っていた。
有機ELテレビでは、スカイワースが本家LGエ
レクトロニクスと同じ大きさの88インチ有機EL
テレビを展示していたほか（写真31）、高度な技

21    Foxconn は鴻海精密工業を中核とする企業グループで、電子機器の受託製造で世界首位。

写真 29　シャープのブース

出所：筆者撮影

写真 30　ハイセンスの 8Kテレビ

出所：筆者撮影

写真 31　スカイワースの有機ELテレビ

出所：筆者撮影
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術を要するサムスン電子の「The Wall」と同タイ
プのマイクロLEDテレビでも、TCLが 2,400 万
個のLEDを敷き詰めた「The Cinema Wall」を披
露した（写真32）。チャンコンはスマートホーム
の展示とともに、裏側にまで気を使ったテレビ（写
真33）という新機軸も見せた。
　数年前まで、中国家電メーカーのテレビの展示
は、ディスプレーの真ん中に赤い線が走っている
など、「こんなものを展示するのか？」というレベ
ルだったと聞くが、今回見た限りでは安かろう悪
かろうの段階を完全に脱している。創意工夫を凝
らして液晶テレビの弱点を克服するなど、品質面
でも日本や韓国のメーカーを猛追している。日本
でしか放送が始まっていない8Kテレビにどれほ
どの需要があるのかという議論はさておき、家電
分野でも中国メーカーが技術力を確実に向上させ
ているのを実感させられる展示であった。

4．主要企業の動向＜自動車編＞
　昨年、トヨタ自動車のモビリティ専用電気自動

車「e-Palette」が日本でも注目を集め、CESの主
役となっていた自動車。今年も各種コンセプトカー
が自動車メーカーのほか自動車部品メーカーでも
多数見受けられ、さながらコンセプトカー祭りの
様相を呈していた（写真34～ 37）。
　日産自動車のデモ（写真38）では、リアルとバー
チャルの世界を融合することでドライバーに「見
えないものを可視化」する「Invisible-to-Visible 
（I2V）」という技術が発表された。車内外のセン
サーが収集した情報とクラウド上のデータを統合
し、車両の周囲の状況を把握するだけでなく、車
両の前方の状況を予測する。雨天時には窓から見
える景色に快晴の景色を重ねて映し出し、好天下
を走行しているかのような状況にすることも可能
である。
　アルファベット（グーグル等の持ち株会社）傘
下の自動運転開発企業ウェイモは、フィアットク
ライスラーのブースに自動運転車を展示していた
（写真39）。2017年創業の中国を拠点とする電気
自動車メーカー、バイトンも自動運転車を披露。

写真 32　TCL のマイクロ LEDテレビ

出所：筆者撮影

写真 33　  チャンコンの裏側にまで気を使った
テレビ

出所：筆者撮影

技術・業界展望



2019.3　経営センサー
5555

写真 34　メルセデス・ベンツのコンセプトカー

出所：筆者撮影

写真 37　アイシン精機のコンセプトカー

出所：筆者撮影

写真 35　起亜自動車のコンセプトカー

出所：筆者撮影

写真 36　日産自動車のコンセプトカー

出所：筆者撮影

写真 38　日産自動車のデモの様子

出所：筆者撮影

写真 39　ウェイモの自動運転車

出所：筆者撮影
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バイトンのM-Byte はレベル 3の自動運転機能を
備え、既に中国で販売されている（図表2、写真
40）。中国の検索大手百度の自動運転開発連合に
はフォード、ダイムラー、ホンダ等130社が参加
している（写真41）。
　こう書くと、自動運転時代が目前のようにも思
えるが、コンセプトカーは基本的に「完全自動運
転が可能になったら、こんなこともできる、あん
なこともできる」と夢を語っているにすぎず、ど
うすれば完全自動運転に至るかの解を提示してい
るわけではない。現実の自動運転開発は踊り場を
迎えている。
　16年、テスラのCEOイーロン・マスク氏は「17
年末までにロサンゼルスとニューヨークの間に完
全自動運転モードのクルマを走らせる」と宣言し
たが、実現していない。ウェイモも、18年頃を目
途にオペレーターが乗らない自動運転タクシーが

利用可能になると見ていたが、今でも同社のタク
シーにはオペレーターが乗っている 22。
　自動車業界では、完全自動運転が間近との楽観
論は影を潜めている。背景には、①実際に自動運
転の実証実験を本格化させるまで、自動運転技術
がいかに多くの課題を抱えているかを十分に理解
していなかった、②18年 3月のウーバーの死亡
事故で、一旦事故を起こせば運用企業だけでなく
自動車メーカーも指弾を浴びることがわかり、技
術面だけでなく法的側面、ブランド毀損のリスク
などにも目が行くようになった、③現在の自動運
転は、カメラやセンサーで探索した情報と「地図
情報」を照らし合わせて走行しているが、完全な
地図情報はどこにも存在しない、等による 23。
　今回、トヨタ自動車は出展する代わりにCES2019
の報道陣向けイベントで、開発中の自動運転技術
「ガーディアン」を他社にも供与する意向があると

写真 40　バイトンの自動運転車

出所：筆者撮影

写真 41　百度の自動運転紹介コーナー

出所：筆者撮影

22    2019 年 1月時点。
23    道路状況や地形等が変化するとリアルタイムで情報が更新される地図データベースがあればいいのだが、まだ完成の目途は
たっていない。

図表 2　自動運転のレベル
レベル 0 ドライバーが運転する

レベル 1 運転支援 システムがステアリング操作、加減速のどちらかをサポート

レベル 2 運転支援 システムがステアリング操作、加減速のどちらもサポート

レベル 3 自動運転 特定の場所でシステムが全てを操作し、緊急時はドライバーが操作する

レベル 4 自動運転 特定の場所でシステムが全てを操作

レベル 5 完全自動運転 場所にかかわらずシステムが全てを操作

出所：SAE International
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表明した。ガーディアンは、事故が起きそうな時、
ドライバーを手助けして事故を回避する技術であ
る。イベントに登場したトヨタのAI開発子会社、
米トヨタ・リサーチ・インスティテュートのプ
ラットCEOは「自動運転のレベル4の実現には
相当の時間がかかる」と述べ、完全自動運転の開
発は進めるが、まずはガーディアンに注力すると
の姿勢を示した。今の自動運転が置かれた状況を
示す一コマである。

5．その他の注目コーナー
　昨今、とみに総合技術展示会の様相を呈してい
るCES。この項では新興企業が披露した世界初・
曲がるスマホ、UFOを連想させる巨大飛行物体、
大人気だった日本企業ブースを紹介したい。

（1）Royole の曲がるスマホ
　世界初の曲がるスマホを一目見たいと、大混雑
となっていたのが、写真42の曲がるスマホ
「FlexPai」を披露した中国の有機ELディスプ
レー・メーカー、Royole のブースである。外側が
ディスプレーになっていて、広げると7.8 インチ
のタブレットになる。内側の真ん中が蛇腹状となっ

ていて曲がる仕組みであり、ブース横の壁面には
「10年もつ」との文言も躍っていた。サムスン電
子が、折り畳み可能なスマホ「ギャラクシー フォー
ルド」を公開したのは19年 2月であり、天下の
サムスンを出し抜いての一番乗りである 24。
　Royole は 2012年に深圳で創業。0.01 ミリの「世
界一薄いフレキシブル有機ELディスプレー」を
開発したことで知る人ぞ知る存在である。曲がる
スマホは、何回も折りたたむと中央部にしわが寄
るとの指摘もあるが、一番乗りの注目度は大き
い 25。
　曲がるスマホの横には、写真43のディスプレー
帽子＆Tシャツも展示されていた。用途を尋ねた
ところ、広告用でも個人用でも何にでも使える、
映像はビデオ＆無線ストリーミング可、ディスプ
レーの厚さは0.01 ミリ、USBメモリで充電できる
とのことだった。どれほど売れるかよくわからな
いが、考え付いたことは即座に実行に移す深圳企
業らしい製品である。

（2）ベル・ヘリコプターの空飛ぶクルマ
　迫力、という点では記憶に残るブースだったの
が、空飛ぶクルマのコンセプト・モデル「ベル・

写真 42　Royole の曲がるスマホ

出所：筆者撮影

写真 43　Royole のディスプレー帽子＆ Tシャツ

出所：筆者撮影

24    すでに開発者向けモデルが販売されている。価格は 128GBモデルが 1,318 ドル、256GBが 1,469 ドル。
25    Royole の CEOは 1983 年生まれのビル・リウ氏。清華大学を経てスタンフォード大学に留学、帰国して起業した「海亀族（海
外留学して中国に帰国する人）」である。欧米に留学してもアジア人の出世には見えない壁があること、中国政府が優秀な人物
を手厚く遇することから、留学後帰国する人が増えている。

目玉は5G。自動運転関連はやや足踏みの感もあるCES2019
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ネクサス」を発表したベル・ヘリコプターである
（写真44）。ベル・ネクサスはハイブリッドの垂直
離着陸機で操縦士1名、乗客 4名が搭乗可、将来
は自動運転を目指す。
　日本のヤマトホールディングスとは物流用電動
垂直離着陸型機を共同開発しており、2020年代半
ばまでに配送サービスにこぎつけたいとしてい
る。だが、ドローンですら航続距離や航空規制の
面で物流向けにはハードルが高いとされているの
に、配送料はいくらになるのだろうか、一体何を
運ぶのだろうか、規制はクリアできるのかといろ
いろ考えてしまう。

（3）大人気、オムロンの卓球ロボット
　出展した日本企業の中でも屈指の人気を誇って
いたのが、昨年に続き卓球ロボット「フォルフェ
ウス」を展示したオムロンである（写真45）。フォ
ルフェウスには日本の展示会でお目にかかったこ
とがあるが、オムロン自慢のロボティクス、セン
シング&コントロール技術にAI搭載で年々腕を
上げている。相手の動作を感知・予測し、プレー
ヤーのスキルレベルに合わせて難易度を調整可
能。対戦相手より「ちょっと上手」でアドバイス
もしてくれる。挑戦者は後を絶たず、長蛇の列が
できていた。
　全体的には元気がなかった日本勢だが、制御機
器や部品メーカーの技術力の高さ、かゆいところ

に手が届く目配り力は健在である。

終わりに
　前回同様、大盛況だったCES2019。自動運転に
関しては、近々完全自動運転時代がやってくると
いった威勢のいい言辞は影を潜め、現実に立ち返っ
ている印象を受けた。報道陣向けイベントにおけ
る、トヨタ自動車の地に足の着いたコメントが印
象に残る。
　代わりに前面に出てきた5Gは、技術面では自
動運転より現実味がある一方で、政治面で視界不
良となっている。ファーウェイ、ZTE製品が先進
各国で排除された場合、5Gへの影響は大きいだろ
う。自動運転と5Gの関係の深さも含めて、事態
を注視する必要がある。
　また、今回も日本企業の存在感が残念ながら低
下していた一方で、中国メーカーが着々と技術力
を向上させているのが目についた。ただ、これも
米中貿易摩擦の展開次第では、中国勢の勢いに変
化が見られる可能性がある。
　電機、自動車、IT、半導体といったCES参加企
業の前途には自動運転、5G、AI、IoTといった有
望市場が広がっている。その一方で米中貿易摩擦、
先の読めないトランプ政権等、かく乱要因も多く、
次回のCES2020には思わぬ光景が広がっている
かもしれない。

写真 45　オムロンの卓球ロボット

出所：筆者撮影

写真 44　ベル・ヘリコプターの空飛ぶクルマ

出所：筆者撮影

技術・業界展望


