
東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2018.4.10  

1 

 
 
 

Nｏ．１８―０４ 
２０１８年４月１０日 

IoT、人工知能、次世代自動車の実用化進展で 

       活況を呈した CES 2018  
― 電機、IT、自動車メーカーが新市場を狙い大混戦 ― 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

  

 
1 2018 年 1 月に筆者が訪れた世界最大の家電見本市・米 CES は、活況を呈していた。IoT、

人工知能（AI）、ロボット、自動運転・次世代自動車が単なるコンセプトから実用段階へ入

り、新市場を形成しつつあることが要因である。 
2 IoT、人工知能（AI）、ロボット、自動運転・次世代自動車は、①電機、自動車といった単一

業界の技術だけでは製品が完成しないこと、②高成長が見込まれる数少ない分野であること

から電機メーカー、IT 企業、自動車メーカーが互いの市場を侵食し合う混戦模様となってい

る。 
3 IoT は、どの企業、あるいは陣営が規格の主導権を握るのかが注目されている。独自規格が

乱立しては絵に描いた餅に終わる恐れもあるが、少なくとも家電、車載機器では、アマゾン、

グーグルの「音声認識」を使うという手法で実用化が進んでいる。 
4 本稿ではサムスン電子、LG エレクトロニクス、パナソニック、ソニー、日産自動車、米国

有力半導体企業、中国電機メーカーの展示を中心に見ていきたい。やや存在感が低下してい

る日本企業が再び輝きを取り戻せるかどうかは、主導権争いが続く今後数年をどう乗り切る

かにかかっているだろう。 
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はじめに 

つい 1、2年ほど前まで、電機業界には沈滞ムードが漂っていた。パソコン、薄型テレビ、ス

マートフォンといった大型製品の市場が次々に飽和し、業界を牽引する成長源が見当たらなく

なっていたためである。 

 だが、2018年 1月に訪れた世界最大の家電見本市・米 CESは、活況を呈していた。15年、16

年に筆者が参加した CES ASIA（中国・上海）では感じられなかった活気が、再び蘇っていたの

である。 

 IoT、人工知能（AI）、ロボット、自動運転・次世代自動車が単なるコンセプトから実用段階

へ入り、新市場を形成しつつあることが要因だが、①どの領域も電機、自動車といった単一業

界の技術だけでは製品が完成しないこと、②高成長が見込まれる数少ない分野であることから

電機メーカー、IT企業、自動車メーカーが互いの市場を侵食し合う混戦模様となっている。 

 

 

1. CESとはなにか 

日本でもトヨタ自動車のモビリティサービス専用電気自動車「e-Palette（写真 1）」1が話題

となったCES は、1967 年から毎年米ネバダ州・ラスベガスで開催される世界最大の家電見本

市である。ビデオカセットレコーダー、CD プレーヤー、プラズマテレビ、有機 EL テレビ、

タブレット、電気自動車等、話題の製品がこの場で紹介されてきた。 
 

写真 1 トヨタ「e-Palette」  

 

                         出所：筆者撮影  

 

だが、トヨタが出展していることからもわかるように、近年の CES は名称の由来である

Consumer Electronics Showから実態が乖離している 2。電機業界の退潮とともに自動車関連の

                                                   
1 自動運転（レベル 4）の電気自動車。ライドシェア、屋台、移動ホテル、無人運転による物

流等、様々な用途に利用可能。トヨタは米ウーバーテクノロジーズ、マツダ、米アマゾン、中

国ライドシェア最大手・滴滴出行、米ピザハットと提携して車両を開発する意向である。 
2 かつては、家族連れなど一般客も参加可能だった CES も、今では予め登録したビジネス客し

か入場できない。銃乱射事件を受けて、顔写真の登録が義務付けられるなど、セキュリティは
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展示が目立つようになり、そこへ米グーグルといった IT企業も参戦、さながら総合技術展示会

の様相を呈している。主催する米 CTA（Consumer Technology Assotiation：全米民生技術協会）

も、正式名称は Consumer Electronics Showではなく、CESであるとしている。 

毎年、CES が開催される 1 月になると、カジノの街・ラスベガスの客層は、カジノ目当ての

客から、CES目当てのビジネス客へとがらりと入れ替わる 3。51回目を数える CES 2018は出展

社数 3900社超、展示フロアは述べ面積 275万平方フィート超と過去最大規模となった。来場者

数も 17万人超となった模様である 4。 

 

 

2. CES 2018のキーワードは？ 

（1）影の主役はあの IT企業 

CES は、サムスン電子、パナソニック、トヨタ自動車のような大手企業が集まるコンベンシ

ョン・センターの他、スタートアップ企業が集結するエウレカ・パーク（写真 2）等、3 ヵ所

で開催される。どの会場でも IoT、人工知能、ロボット、自動車関連の展示が目立っていたが、

一時期、各種展示会から姿を消していたテレビ、冷蔵庫等、家電の展示も少なくなかった（写

真 3）。家電が IoT のツールとして、再び表舞台に出てきたためである。CES 2018 のキーワー

ドを挙げるとすれば「IoT、人工知能、ロボット、自動車」となるだろう。 

だが、陰の主役と言うべきは、アマゾンの「アレクサ」、グーグルの「グーグルアシスタント」

がデファクト・スタンダードとなりつつある AIによる「音声認識」である。日本ではまだなじ

みが薄いが、両社が販売する AI スピーカー5は、アマゾンは「アレクサ」、グーグルは「ヘイ、

グーグル」と呼びかけて起動させ、連動している機器を操作する（写真 4）。 

アマゾン、グーグルは AIスピーカーの販売で先行しているだけではない。 

IoT 対応の家電をつなぐスマートホームの概念は以前からあったが、独自規格で動く製品が

多く、普及に至っていなかった。そこへ「音声認識」という切り口で参入したのがアマゾン、

グーグルであり、CES 2018では家電、車載機器を操作する手段としての応用例が目立った。サ

ムスン電子、LGエレクトロニクス、パナソニック、トヨタ自動車のような超のつく大手企業で

も、家電や車載機器でアレクサ、グーグルアシスタントのいずれかあるいは双方との連携をう

たい、「使いやすさ」、「連携の容易さ」をアピールしている。IoT規格の一つとして急速に浸透、

家電や車載機器分野での IoT普及に弾みがついている 6。 

                                                                                                                                                     
厳格化されているが、重苦しい雰囲気は感じられなかった。 
3 ラスベガスのホテルは、普段はカジノ収入で潤っているので宿泊費が妙に安い。筆者が宿泊

したホテルは通常 1 泊約 5000 円だが、CES 期間中はその約 6 倍に跳ね上っていた。CES 参

加客は、カジノにあまり金を落とさないため、ホテルは宿泊費で稼がざるをえないのである。

宿泊ホテル内のカジノは、本当に閑古鳥が鳴いていた…。 
4 毎年千葉県で開催されるCEATEC は、大体半日で概要がつかめるが、CES はざっと見るだ

けでも 2～3 日かかる。3 会場に分かれており、メイン会場であるコンベンション・センターの

セントラル・ホール（大手企業が集積している）の人気ブースは、満員電車のような混雑ぶり

である。 
5 販売中の主な AI スピーカーの名称は「グーグルホーム（グーグル）」「アマゾン・エコー（ア

マゾン）」「クローバウェーブ（LINE）」。 
6 IoT は、どの企業、あるいは陣営が規格の主導権を握るのかが注目されている。独自規格が
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写真 2-1 エウレカ・パークで存在感抜群のフレンチテック  

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 2-2 フレンチテックで見かけたコネクテッド・ワインセラー 

（スマホからワインの在庫確認やワインの収納場所を確認できます） 

  

                         出所：筆者撮影  

 

写真 3 米ハネウェルのスマートホーム 

 

                         出所：筆者撮影  

                                                                                                                                                     
乱立しては絵に描いた餅に終わる恐れもあるが、少なくとも家電、車載機器では、アマゾン、

グーグルの「音声認識」を使うという手法で実用化が進んでいる。 
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写真 4 米コーラーのシャワーはアマゾンのアレクサで水量調整 

 

                         出所：筆者撮影  

 
AI スピーカーでは、他に先駆けて 14 年に米国でアレクサ搭載の「アマゾン・エコー」を発

売したアマゾンが一歩抜け出た形になっている 7。CES 2018 では約 700 もの他社製品にアレ

クサが搭載され、「陰の主役」であることを印象付けた。 
 追う展開のグーグルは、初の本格出展となるCES 2018で、屋外に専門ブースを設けていた。

各会場を結ぶモノレールの車体にも「Hey Google」と大書し、車内で乗客に延々とグーグルの

宣伝を聞かせるという念の入れようだった。 
 
 
（2）最も混雑していたブースはどこか 

日本の CES 関連報道では、トヨタ自動車、パナソニック、ソニーに焦点が当たっていたが、

現地で一番人気を誇っていたのはセントラル・ホールの中央に巨大ブースを構えていたサムス

ン電子である。今や世界屈指の電機メーカー8となったサムスンが何を展示するのか、興味の的

となっている（写真 5）。 
次項からは、日本における報道が少なかった企業を中心に、会場のど真ん中に陣取っていた

サムスン電子、LG エレクトロニクス、B to B シフトを鮮明にしたパナソニック、日系自動車

メーカー、米国有力半導体企業（エヌビディア、インテル、クアルコム）、年々展示がレベルア

ップしている中国勢を順に見ていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
7 足元の米国内のAI スピーカーのシェアは、アマゾン約 7 割、グーグル約 2 割。 
8 フォーチュン「グローバル 500（2017）」によれば、電機・IT 業界の売上高ランキングで、

サムスン電子はアップルに次ぎ 2 位。 
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写真 5 大混雑のサムスン電子ブースの入り口 

 

                         出所：筆者撮影  

 
3. サムスン電子は何を見せたのか 

サムスン電子は、オーナー一族をめぐるごたごたにもかかわらず、メモリー価格高騰で目下

業績絶好調である。同社の稼ぎ頭はメモリーだが、ブースには次世代テレビ、IoT 対応家電、

車載機器が展示されていた。 
 
（1）大注目の次世代テレビ「The Wall」 

芋の子を洗うような大混雑の同社ブースでも、最も人口密度が高かったのが 146 インチのモ

ジュール型マイクロ LED テレビ「The Wall」である（写真 6）。マイクロ LED とは微細な LED
（発光ダイオード）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有

力候補とされている。予備知識なしに見たのだが、非常に薄く色鮮やかである。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技術力の高さには感嘆するほかない。 
サムスン電子は、次世代テレビの定義でライバル・LG エレクトロニクスと違う立場をとっ

ている。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 9。 
 
（2）IoT家電も大々的に展示 

 IoT 家電コーナーも黒山の人だかりができていた。サムスンは「Smart Things」というスマ

ートホームの独自規格を擁しているが、今回、「Smart Things」がアレクサ、グーグルアシスタ

ント両対応であることをうたっていた。 

 AI対応冷蔵庫を例にとると、家族一人一人の声を区別できるので好みに合わせた音楽を再生

する、インターホンのカメラで撮影した屋外の様子を冷蔵庫で確認する、などが可能である。 

 
（3）クルマもコネクト 

 「The Wall」や IoT 家電のあまりの混雑ぶりでうっかり見過ごしそうになったが、サムスン

                                                   
9 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。 
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の自動車関連製品コーナーも、今後のサムスンを占う上で非常に重要である。 
 足元では、メモリー価格高騰で業績絶好調のサムスンだが、中国が国策として半導体産業育

成を進めていることもあり、わが世の春がいつまで続くかわからない。スマホ市場は頭打ちで、

家電では強豪がひしめく。 
そうした中、次の重点市場としてサムスンが狙っているのが車載分野である（写真 7）。 

 サムスンは、17 年 3 月、米自動車部品メーカー、ハーマンインターナショナルを 80 億ドル

で買収した。自動車業界ではコネクテッドカー（C）、自動運転（A）、カーシェアリング（S）、
電動化（E）の頭文字を組み合わせた「CASE」と呼ばれる技術開発が進展、電機メーカーの

サムスンにも大きな商機が広がっている。各種運転操作を電子化する「デジタルコックピット」

のほか、自動運転向けの開発プラットフォーム「DRVLINE」が披露された。 
 デジタルコックピットには、サイドミラーもルームミラーもなかった。搭載されたカメラで

前後の動きがディスプレイに表示され、車線を変更するとその方向に視野が拡大する。音声認

識でエアコン、照明、音楽等の操作も可能。わき見運転が事故の引き金となる自動車では、音

声認識のニーズは高い。 
 

写真 6 サムスン電子の次世代テレビ「The Wall」  

  

                         出所：筆者撮影  

写真 7 サムスン電子の車載機器コーナー 

 

                         出所：筆者撮影  
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4. 洗練されていた LGエレクトロニクスのブース 

今回の CES 2018 で、筆者が最も洗練されていると（勝手に）思ったのは、家電の雄・LG
エレクトロニクスである。 
 まず入り口の「LG OLED キャニオン」に圧倒される（写真 8）。246 枚の有機 EL パネルを

組み合わせたもので、LG が大型有機 EL パネルを量産できる「唯一の」メーカーであること

を再認識させられる。 
 キャニオンを通り抜けると IoT 家電コーナーである。 
 かつて、LG の収益の柱はスマホだったが、スマホがアップルと中国勢、サムスンに席巻さ

れた今、高級白物家電が大黒柱となっている。 
LG は家電の IoT 化、AI 化を進めており、独自 AI プラットフォーム「LG ThinQ」対応の

家電を増やしている 10（写真 9）。これは素晴らしいと思ったのは、故障しそうになったらサー

ビスセンターに連絡するという AI 白物家電である。工場で稼働する工作機械やロボットでは

その手の機能も既にあるが、家電が故障前に自分で対処してくれたら、猛暑なのにエアコン故

障、などという惨事も防げるというものである。 
 

写真 8-1 LGエレクトロニクス「LG OLEDキャニオン」 

 
                         出所：筆者撮影  

 
写真 8-2 LGエレクトロニクス「LG OLEDキャニオン」 

 

                         出所：筆者撮影  

                                                   
10 LG ThinQ はグーグルアシスタントと連携している。 
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写真 9-1 グーグルアシスタントの表示が見られる LGブース 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 9-2 AI対応の LG洗濯機 

 

                         出所：筆者撮影  

 
他にも、家屋内の行動パターンを学習して自動温度調整するエアコン、音声でゲーム対応に

変わるテレビもあった。 
「17 年の日本国内白物家電販売が 20 年ぶりの高水準」という報道があったが、IoT 化、AI

化が進んでいるという印象はなく、CES 2018 の日本勢の展示に AI 白物家電はなかった。韓国

勢だけでなく、中国家電メーカーも IoT 化、AI 化に熱心である。「日本の白物家電が最先端」

が昔日のものとなったのをしみじみと感じさせるブースであった。 
 

 

5. 日本勢ではパナソニック、ソニーが存在感 

（1）B to Bシフトが鮮明なパナソニック 

消費者向け製品から B to B へのシフトを鮮明にしたのがパナソニックである。家電の展示は

一切なく、車載機器、航空機関連機器、物流関連機器の 3 本柱になっていた。 
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写真 10 の「スマートデザインコックピット」はレベル 2（部分運転自動化）を想定したもの

である。4 つのマルチディスプレイを連動させ、人の動きに合わせて操作画面を移動させたり、

手の動きを感知してジェスチャーコントロールができる。 
レベル 5 の完全自動運転を想定した「次世代モビリティキャビン」にはハンドルもコックピ

ットもない。リビングのような空間を演出している（写真 11）。 
プラズマテレビからの撤退等で 11 年度、12 年度に巨額の赤字を計上した同社は、13 年の

CES からB to B シフトを打ち出している。次世代 EV プラットフォーム「ePowertrain」11も

展示され、自動車分野を最重視しているのが見て取れた。ちなみに、パナソニックは車載機器

の音声アシスタント AI としてアマゾン、グーグルの両対応とすることを発表している。 
 

写真 10 パナソニックの「スマートデザインコックピット」  

 

                         出所：筆者撮影  

 

写真 11 パナソニックの「次世代モビリティキャビン」  

 

                         出所：筆者撮影  

 

 

 

                                                   
11 二輪 EV、超小型EV 向けに開発され、車載充電器、インバータ、コンバータ、モーターで

構成されるプラットフォーム。 
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（2）ソニーらしさと車載半導体 

 大ブースを構え、さすがの集客力を誇っていたのがソニーである（写真 12）。 
 

写真 12 ソニーのブース  

 

                         出所：筆者撮影  

 

 犬型エンターテイメントロボット「aibo」復活、「グラスサウンドスピーカー（写真 13）」12

のようなソニーらしい商品を紹介するとともに、車載用イメージセンサーも大々的に展示して

いた 13。 
 デジカメ用・スマホ用イメージセンサーは既にソニーの収益源となっているが、自動運転向

け車載用途としても独ボッシュ、デンソー、トヨタ自動車、日産自動車、米エヌビディア等と

協業して開発を進める。パナソニックのみならず、ソニーも「自動車」なのである。 
 

写真 13 ソニー「グラスサウンドスピーカー」 

  

                         出所：筆者撮影  

                                                   
12 最初に目にしたときは、暖房の一種かと思った。「有機ガラス管の全面が振動して音を出し、

クリアな音色で部屋中を満たす。まるで誰かが目の前で歌っているかのようである。インテリ

アにもなる」との触れ込みである。ちなみにお値段は既に発売されている商品で 7 万 5000 円

ほど。 
13 ソニーの音声 AI アシスタントへの対応は、スピーカーやテレビはグーグル、aibo やスマホ

は独自規格を採用。 
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6. 日本の大手自動車メーカー、3社そろい踏み 

CES 2018 にはトヨタ自動車、日産自動車、ホンダの 3 社がそろい踏みした。トヨタ自動車

については既に詳細な報道がなされているので、ここではあまり紙幅を割かない。 
自動車業界は、前述したとおり、コネクテッドカー（C）、自動運転（A）、カーシェアリング

（S）、電動化（E）の頭文字を組み合わせた「CASE」と呼ばれる技術開発が進展しており、「リ

ーズナブルで燃費が良くて故障しない」で支持を得てきた日本自動車メーカーも安穏とはして

いられない状況である。 
大転換期を商機とみてサムスン、パナソニックのような電機メーカーからグーグル、百度（中

国）14、アマゾン等の IT 企業、米エヌビディア、米インテル等半導体メーカーも自動車向け製

品・サービスを開発中である。電動化が進めば、こうした新参企業が主導権を握り、自動車メ

ーカーはただの組み立て屋になりかねない。王者・トヨタが前述のモビリティサービス専用電

気自動車「e-Palette」を発表したのも危機感の裏返しと言える。 
 

（1）脳波による運転支援！？ －日産自動車－ 

日産自動車は、新型「リーフ」で CES 2018のベストオブイノベーション賞を受賞した（写真

14）。CTAが年間の最優秀製品を選ぶもので、リーフは高速道路における同一車線の自動運転技

術の「プロパイロット」や、アクセルペダルのみで加減速が行える「e-Pedal」技術などが評価

された。 

 

写真 14 ベストオブイノベーション賞を受賞した新型リーフ  

 

                         出所：筆者撮影  

 

ブースでは自動運転のレベル 4以上を想定した EVコンセプトカー「NISSAN IMx」を披露（写

真 15）。 

 来場者の高い関心を集めていたのが、脳波測定による運転支援技術「Brain to Vehicle

（B2V）」のデモンストレーションである。脇道から子どもが飛び出すなど不測の事態に面した

とき、一瞬、パニックとなる恐れがある。この技術ではドライバーが装着するヘッドセットで

                                                   
14 中国のインターネット検索で最大手。同社が音頭をとる自動運転の開発連合「アポロ計画」

には米フォード、独ダイムラー、米エヌビディア、米インテル等が世界の大手企業約 50 社が

参画。CES ではエヌビディア、独 ZF と中国向け AI 自動運転車プラットフォームを開発中で

あることを発表。 
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脳波を測定し、ドライバーが操作を開始する前からシステムが操作を開始して、反応の遅れを

カバーするという。システムが先回りして危険を回避してくれるわけである。 

 

写真 15 日産の EVコンセプトカー「NISSAN IMx」  

 

                         出所：筆者撮影  

 

（2）クルマはなし。ロボットを披露したホンダ 

 ロボット展示という我が道を行ったのがホンダである。コミュニケーションロボットのコン

セプトモデル「3E-A18（写真 16）」、アタッチメントを変えることでさまざまな活用ができる

プラットフォーム型のロボティクスデバイス「3E-D18（写真 17）」のデモを行った。荷台のよ

うな「3E-D18」は、AI 搭載のサポートロボットで、消火活動、農作業等様々な場面に利用可、

とのことである。 
 

写真 16 ホンダのコミュニケーションロボット「3E-A18」（左） 

  

                         出所：筆者撮影  
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写真 17 ホンダのプラットフォーム型ロボティクスデバイス「3E-D18」 

 

                         出所：筆者撮影  

 

 

7. 車載に前のめりの有力半導体企業 －米エヌビディア、米インテル、米クア

ルコムはそろって車載向けを展示－  

ほんの 1 年ほど前まで、半導体業界には停滞感が漂っていた。データセンター向け好調、IoT
化進展、車載向け市場拡大等で、やおら高成長を遂げ始めたのは 17 年に入ってからである。 
足元ではメモリー絶好調だが、前述したように中国メーカーも半導体業界参入を狙っており、

半導体の好調がいつまで続くか心許ない。次の高成長市場（しかも参入障壁が高い）として有

力半導体メーカーが狙いを定めているのが車載用途である。 
自動運転分野で一歩リードしているのが米エヌビディアである。元々ゲーム向け画像処理半

導体として利用されていた同社の GPU15が、自動運転向けディープラーニングのデファクト・

スタンダードとなって、にわかに脚光を浴びている。 
写真 18 はエヌビディアの自動運転用基盤である。ブースの説明員は、「エヌビディアは目下

世界中の道路データを収集している。たとえば、1 月の日本では振り袖姿の女性が街を歩くが、

振り袖姿を「人間である」と学習させるなど、実用化へ向けて着実に進んでいる」と語ってい

た。 
インテルも自動運転用途の開発を進めている。写真 19 は独 BMW と共同開発した 5G16対応

の自動運転車である。パソコン向けCPUで長らく世界最大の半導体メーカーであった同社は、

2017 年、メモリー絶好調のサムスン電子に首位の座を明け渡した。インテルも、次の成長市場

として「車載」を狙っている。 
 

 

                                                   
15 Graphics Processing Unit の略で、画像処理半導体のこと。コンピューターの頭脳である

CPU（中央演算処理装置）が逐次処理用に最適化された 2～3 個のコア（演算処理を行う部分）

から成るのに対して、GPU は複数のタスクに同時対応できるよう設計された、何千もの小さ

な効率的コアで構成される。単純な演算能力でCPU を上回るようになったこと、同社 GPU を

使った開発環境の整備により AI、自動運転分野での採用が進んでいる。 
16 5G は次世代通信技術。4G に比べて高速・大容量で多くの端末が接続でき、低遅延であるこ
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写真 18 エヌビディアの自動運転用基盤  

 

                         出所：筆者撮影  

 

 

写真 19 インテルの 5G対応「BMW 7er」 

 

                         出所：筆者撮影  

インテルは、17 年 3 月、イスラエルの車載向けコンピュータビジョン大手・Mobileye を 153
億ドルで買収することを発表した。その後も自動車部品大手メーカーの米 Delphi、独

Continental との提携を進め、従来からのパートナーだった独 BMW に加えて伊フィアットと

も提携、エヌビディアの対抗軸となっている。インテルの自動運転車向け開発プラットフォー

ム「Intel GO」17は、Mobileye のカメラとインテルのチップを組み合わせた「カメラ重視」の

アプローチとなっている。 
スマホ関連の通信技術をおさえ、モバイル向け半導体で荒稼ぎしていたクアルコムは、目下、

独占禁止法違反の疑いにより世界各地で訴訟沙汰 18となっている。17 年 11 月には米ブロード

                                                                                                                                                     
とが特徴。IoT、自動運転の進展には欠かせない技術である。 
17 18 年発売予定。 
18 14年、中国での独禁法違反疑いの調査開始に端を発し、18年1月には欧州委員会に9億9700
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コムがクアルコム買収の意向を表明するなど（ただし、18 年 3 月、この買収話はトランプ大統

領の買収禁止令で立ち消えになった）、最近、ご難続きである。クアルコムは、16 年 10 月、車

載半導体を得意とするオランダ・NXPセミコンダクターズを約470億ドルで買収すると公表、

車載分野への参入を本格化させている。NXP の車載向けノウハウとクアルコムの通信分野の実

績を結びつけようとの算段である。クアルコムは自動駐車機能などのドライバー・サポート・

システムやマルチディスプレイコックピットを展示していた（写真 20）。 
 
 

写真 20 クアルコム半導体「Snapdragon」搭載車 

 

                         出所：筆者撮影  

 

 

 

8. 中国企業の展示もレベルアップ  
欧米勢、韓国勢の派手で洗練されたブースの間でやや埋没気味だったが、油断ならない存在

なのが中国企業である。 
写真 21 を見てのとおり、ファーウェイ、ハイセンス、長虹、TCL のいずれも「スマート」

をうたっており、どれも似たような雰囲気である。一口で言えば、先頭集団（サムスンやLG）

の後追いなのだが、展示されているテレビ一つをとっても、数年前にはディスプレイの真ん中

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のが、年々レ

ベルが目覚ましく向上している 19。先行企業へのキャッチアップ期間も 4～5 年だったのが、

下手をすると 1～2 年でそっくりさん登場というところまで技術力を向上させている。 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
万ユーロの制裁金支払いを命じられている。 
19 毎年 CES に足を運んでいる参加者談。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2018.4.10  

17 

写真 21-1 ファーウェイのスマートホーム展示 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 21-2 ハイセンスのブース 

  

                         出所：筆者撮影  

 
写真 21-3 長虹のブース 

 

                         出所：筆者撮影  
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写真 21-4 長虹のスマートホーム 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 21-5 TCLのテレビ・コーナー（AIの文字も見える） 

  

                         出所：筆者撮影  

 
鴻海精密工業の工場を引き合いに出すまでもなく、中国には既に高い生産技術があり、ここ

に「何を作るのか」という発想と「標準化を取る」という力量が加われば、主導権を握りかね

ない。人工知能に磨きをかけるのはデータ量であり、中国には 13 億人もの人口と強力な政府

の後押しがある。何といっても、中国はあのグーグルを締め出し、米ウーバーテクノロジーズ

を撤退させた恐るべき国なのである。 
 
 
終わりに  

 砂漠の中に位置するラスベガス。開催初日はまさかの大雨（実に 4 か月ぶりの雨）で道路は

大渋滞 20。翌日は家電見本市でありながら、これまたまさかの停電で、セントラル・ホールが

                                                   
20 そもそも雨を想定したインフラ設計ではないので、道路はたちまち冠水、川のようになって

大混乱である。 
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いきなり薄暗くなり、筆者もサムスン電子のブースから追い出された 21。 
ハプニング続きの CES 2018 だが、次なる市場を見つけて基調は明るかった。ただ、勝負は

これからである。 
IoT、人工知能、自動運転、次世代車・自動運転のいずれをとっても、決め手となるのはソ

フト開発力と他社との連携力である。多数の下請けを従えて、自社グループ内で完結すること

が多かった日本の大手メーカーも、トヨタがアマゾン、滴滴出行（中国最大のライドシェア企

業）、ウーバー等、海外企業との連携を表明するなど、経営スタイルを変える動きが出ている。 
展示を見た限り、鼻息も荒い欧米中韓勢に比べて日本勢はやや地盤沈下気味である。このま

ま存在感が低下するのか、再び脚光を浴びるのか。自動運転一つとっても、何が主流になるか

どうかわからない今後数年の混沌をどう乗り切るかが、カギとなるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
21 ブースから追い出され約 2 時間締め出しを食らっても、来場者は「ああ、そうかい」という

感じで、怒ったり騒いだりする人はいない。忍耐心が強いのか、ハプニングが当然のお国柄な

のか、興味深い。 
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