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 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

  

 
1. コロナ禍を受けて、世界最大級の民生技術展示会 CES が初の全面オンライン開催となった。

実機が展示できず、参加してもインパクトが小さいと見たのか、前回に比べ出展社数は大幅

に減少、来場登録者も減った。 
2. CES のオンライン会場に構築された企業ブースの中には、丁寧な作りで見ごたえのあるもの

もあったが、全体としてみると、やはり展示会はリアルがいいと再認識させられる内容だっ

た。 
3. そうした中、印象に残ったのは、EV への傾斜を鮮明にした米 GM のバーラ CEO の基調講演

である。世界的に自動車産業の EV 化が加速する中、日本の大手自動車メーカーはどう対応

していくのだろうか。 
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永井 知美 
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はじめに 

コロナ禍は世界最大級の民生技術展示会 CES にも影響を及ぼした。例年、米ラスベガスで

開催され、世界中から約 4400 社の出展、17 万人超の来場者 1を集めていた CES が全面オンラ

イン開催となったのである。これまでラスベガスに足を運んでいた筆者も、参加費約 150 ドル

を支払って、2021 年 1 月 11 日から 14 日まで開かれたオンライン CES を視聴した。 
 オンラインにはオンラインの良さがある。自宅やオフィスで簡単に接続できることから、時

間とお金の節約になるうえ、会期中いつでも企業ブースを見たり講演を視聴したりできる。韓

国の LG エレクトロニクスのように、事業分野ごとに動画を用意し、視聴者の疑問や商談にチ

ャットで対応する社員も多数そろえた丁寧なつくりのブースもあった。 
だが、やはり展示会はリアルがいい。リアルの会場に行けば、実際に製品を目にするだけで

なく、企業の会場における位置取り、集客力で企業の勢いを感じ取れる。わからないことがあ

れば、係員に納得がいくまで質問もできる。オンラインは基本的に企業ごとに動画が並んでい

るだけで、実機もなければ、会場の熱気も伝わってこない。 
 そんな中、印象に残った基調講演があった。米ゼネラル・モーターズ（GM）のバーラ CEO
による「Inflection Point －Putting Everybody in an EV」である。文字通り、電気自動車（EV）

に全力投球の内容だったが、CES 会期後の 2021 年 1 月 28 日、GM は 2035 年までにガソリン

エンジン車の生産・販売を全廃するという目標を発表した。 
本稿ではコロナ禍、米バイデン政権発足というまさに世界の変曲点（Inflection Point）で何

が起きているのかを、オンライン CES の振り返りをベースに考えたい。 
 

1. CESとはなにか 

 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（2008 年）が追い打ちをかけ、来場者数が約 11 万人ま

で落ち込む（2009 年）という冬の時代もあったが、近年、来場者数は 17 万～18 万人で推移し

ており、世界有数の展示会として日本でも注目を集めてきた 2。 
ただ、今回オンライン開催になったことにより、出展社数は 2020 年の約 4400 社から 2000

社以下に急減した。日本メーカーもトヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業が展示を見送っ

た。不参加の理由は明らかにしていないが、オンラインでは製品を実際に目にすることができ

ずインパクトが少ないこと、交流の場として効果が薄いと判断したものと見られる。来場登録

者数も 2021 年 1 月 9 日時点で 7.3 万人と、2020 年の同 17.5 万人から大幅に減った 3。 

 
1 CES2020 の数値。 
2 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、2010 年頃から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。  
3 来場者は、例年、早めに登録すると無料だったのだが、今回は早期割引料金 149 ドル、2021
年 1 月 4 日に登録すると 499 ドルという強気の（？）設定だった。出展社にかかる費用は動画
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2. 韓国勢の存在感は健在、中国勢は米中貿易摩擦もあり（？）出展社数が 5分

の 1に 

初のオンライン開催となった CES は、登録料を支払ってアカウント作成、ログイン後に基

調講演や各社個別ブースを閲覧するという段取りである。リアルでは乗り継ぎを含めて 12 時

間超のフライトに耐え、高いホテル代を支払ってラスベガスに滞在していたのだから、時間と

お金の節約という点では大幅にプラスである。 
ただ、オンライン開催の勝ちかと言うとそうではない。IT 基盤はマイクロソフトが提供とい

うことで、興味津々、サイトを覗いた筆者は驚愕した。予想していたとはいえ、あまりと言え

ばあまりに大雑把、「健闘を祈る」的な大味な作りだったのである。 
ログイン後、サイトの出展社コーナーにある企業ロゴをクリックすると、各社の動画や資料

を閲覧できる仕組みなのだが、1958 社も出展しているのに、一切分類がなされていない。A か

ら Z まで、社名順に企業ロゴが並んでいるだけである。クリックして覗かなければ、何の会社

かもわからない。EV で検索してみたら 580 社出てきた。日本人の感覚ではありえない事態で

ある。 
気を取り直して主要企業を探していった。 
リアル開催では会場のど真ん中に陣取り、東西横綱の貫録を出していた韓国のサムスン電子

と LG エレクトロニクスの動画はさすがの出来栄えだった。コロナ禍による在宅勤務の広がり

で「おうち時間」が増えましたよね、おうちを快適空間にしよう！と高価なプレミアム家電を

前面に打ち出している。 
コロナ禍で職を失った人もいれば、株式投資で大もうけした人もおり、貧富の差は広がる一

方である。日本ではあまり流行っていないが、海外の富裕層にプレミアム家電は大人気である。

例えば、写真 1 の LG エレクトロニクスの「8K 対応有機 EL テレビ」。ひとつひとつの素子が

個別に自発光することから、液晶テレビでは表現しきれない｢本物の黒｣を再現できるというの

がうたい文句である。10 万円台半ば～300 万円超と安くはないが、有機 EL テレビの売れ行き

は上々。サムスン電子の陰に隠れて目立たないが、LG エレクトロニクスの 2020 年 12 月期の

業績は、クロゼット型衣類ケア製品、有機 EL テレビといったプレミアム家電の好調で前期比

2％増収、31％増益（営業利益ベース）と好調だった（図表 1）。 
オンラインでも存在感を放っていた韓国勢に対して、近年、ラスベガスに足を運ぶたびに存

在感が増していた中国勢はどうだったのか。中国勢は、リアル開催だった 2020 年は 1000 社超

も出店し、企業ブースも会場の中心部へと着々と進出していた。だが、オンラインでは意味が

ないとみたのか、米中貿易摩擦で嫌気がさしたのか、今回、出展は 204 社に激減した。渦中の

ファーウェイは出展を見送り、顔を見せていたハイセンス、TCL、コンカ、スカイワースとい

った家電メーカーもあまり熱の入ったブースではなかった 4。リアル開催が復活したら、また

元の勢いを見せてくれるのだろうか（図表 2）。 
 

 
掲載可能数等によりスタンダード（1500 ドル）、プレミアム（2 万 5000 ドル）、プレミアムプ

ラス（8 万 5000 ドル）の 3 段階に分かれていた。 
4 コンカのブースは、動画すらなかった。 
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写真 1 LGエレクトロニクスの有機 ELテレビ 

 

                         出所：筆者撮影  

 

図表 1 コロナ禍でも業績好調だったエレクトロニクス系企業の例  

売上高 営業利益
236.8兆ウォン 36.0兆ウォン

（前期比2.8％増）（前期比29.6％増）
63.3兆ウォン 3.2兆ウォン
（同1.5％増） （同31.2％増）

2745億ドル 663億ドル

（同5.5％増） （同3.7％増）

6.78兆円 9054億円
（同4.1％増） （同11.8％増）

注1：アップルはCESに参加していない
注2：アップルは2019年10月～2020年9月期、ソニーは2020年4月～12月期の数字

企業名

コロナ禍による巣ごもり需要でテレビ等エレクトロニクス
（高採算のハイエンドにシフト）、ゲームが好調

サムスン電子

LGエレクトロニクス

アップル

ソニー

コメント
2020年12月期の業績

コロナ禍による巣ごもり需要でプレミアム家電、スマホが売
れたほか、半導体、ディスプレーパネルも好調

コロナ禍による巣ごもり需要でプレミアム家電好調

コロナ禍による在宅勤務、遠隔授業の進展でパソコンの
Mac、タブレットのiPad好調。20年10月から発売された5G
対応のiPhone12も大ヒット

 

                         出所：各社 IR資料から作成  

 

日本勢は、大手自動車メーカーは不在だったものの、パナソニック、ソニー等の電機メーカ

ーのほかアイシン精機、小糸製作所、村田製作所、太陽誘電等、部品メーカーの出展も多く、

77 社参加と 2020 年比でほぼ横ばいだった。ソニーの動画が洗練されているのが印象的だった

が、2020 年のリアル開催で見せたソニーの電気自動車「VISION-S」ほどのインパクトある新

展示はなかった。 
ところで、オンライン開催で気づいた点を 2 つ挙げる。①著作権の関係で写真が使えないこ

と、②言葉の壁が健在なことである。 
リアル開催であれば、現地で撮った写真をいかようにもレポートに使えるが、オンライン開

催ではサイト上の画像を無断で使うことは禁じられており、素材用の画像の提供もない。とい

うわけで、LG エレクトロニクスの有機 EL テレビの写真は、2020 年のリアル開催で撮ったも

のである。申し訳ありません。 
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図表 2 CES2021の出展企業・国別内訳 

注：総出展数は1958社

米国
29%

韓国
17%中国

10%フランス
7%

台湾
7%

オランダ
4%

日本
4%

カナダ
4%

その他
18%

 
                         出所：全米民生技術協会（CTA）  

 

言葉の壁も高い。オンライン開催と翻訳は相性がいいように思われ、今回の CES の数々の

基調講演会でもアラビア語からチェコ語に至る 10 か国語超の字幕が選択できた。だが、マイ

クロソフトが ITインフラ構築との前宣伝の割には、翻訳が冗談のようにひどかったのである。 
GM の基調講演を例に挙げると、「コバルト」と訳すべきところを「工房」「COBOL」果て

は「COBO」と訳していた。他の場面では音楽が高らかになる中、クルマが疾駆しているとこ

ろに字幕で何度も「弓」と出てくるので、何のことやらと思っていたらオーディオの「BOSE」

を「bows」と取り違えているのであった。 
一事が万事この調子である。 
推敲はしないアメリカ的なおおらかさか 5、他力本願はやめろ、英語を勉強してから CES に

来いということなのか、字幕を見ない方がよほどわかりやすかった。自動翻訳の水準向上で、

そのうち気にならなくなるのだろうか。 
また、講演には字幕がついていたが、企業ブースの動画は基本的に字幕なしだった。教養の

ある人たちの英語なので分かりやすいが、「オンライン開催だから、日本語字幕があるはずだ」

と考えていた人には驚きだっただろう。 
 
3. 2021年のトレンドは？ 

ところで、CES の主催者団体 CTA は毎年トレンドを発表している。2021 年は「デジタルヘ

ルス（遠隔医療・ウェアラブルなど）」「ロボット・ドローン（医療ロボット、配達ドローンな

ど）」「5G」「デジタルトランスフォーメーション」「自動車関連テクノロジー」「スマートシテ

ィー」だった。だが、5G 関連ではとりたてて印象に残るブースはなく、デジタルヘルスやス

マートシティーも同様だった。 
今回、筆者にとって最もインパクト大だったのは「自動車関連テクノロジー」。EV を強烈に

 
5 講演は録画なので、翻訳はやろうと思えばチェックできるはずである。 
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押した GM の基調講演である。次の項では、GM の基調講演を紹介する。 
 
4. バイデン政権発足も追い風？ EV傾斜を鮮明にした GM 

CES では、毎年、基調講演と称して業界の大物を招いた無料講演会が行われる。リアル開催

では入場は早い者勝ち、会場周辺は長蛇の列となるが、今回はオンラインで並ぶ必要もなかっ

たので楽だった。当初は、時差も懸念されたが、ふたを開けて見ると（当然と言えば当然だが）

オンデマンドで好きな時間に視聴できた。 
通信会社の米ベライゾン（5G）、大手小売りの米ウォルマート（コロナ禍で宅配に注力）、半

導体企業の米 AMD（昨今、米インテルを猛追しているマイクロプロセッサの有力企業）等の

CEO をずらりと並べ、どれも聞きごたえがあったが、とりわけ筆者の関心を引いたのは

「Inflection Point －Putting Everybody in an EV」と題して EV への傾斜を鮮明にした GM
のバーラ CEO の講演である。 
 
（1）2025年までに 30車種の EV化を 

 GM のバーラ CEO は、「Inflection Point －Putting Everybody in an EV」と題する講演で、

「今は歴史的にも社会的に変曲点（Inflection Point）にある」と語り「事故ゼロ、二酸化炭素

の排出量ゼロ、交通渋滞ゼロのビジョンを実現する大きなカギとなるのが電動化だ」と EV 推

進を鮮明にした。 
 GM は、地球温暖化に否定的な立場をとっていたトランプ政権下でも着々と EV 化を進め、

2025 年までに 30 車種を EV 化する目標を掲げてきた。基調講演では GMC ブランドの SUV
「ハマー」の EV モデルが未舗装の悪路をゴリゴリ走る映像が流れ、本気度を伺わせたが、CES
会期後の 2021 年 1 月 28 日には、2035 年までにガソリン車・ディーゼル車の生産と販売を全

廃すると発表した。ハイブリッド車も生産しないとの方針である。大手自動車メーカーで全車

種における電動化の具体的な目標を掲げたのは、GM が初である。 
かつてガソリンがぶ飲みの大型車を得意としていた米自動車メーカーに何が起きているのだ

ろうか。 
 

（2）ゲームチェンジを狙う海外自動車メーカー 

近年、欧州、米国、中国の自動車メーカーが EV 化に前向きな理由は 2 つある。①環境への

配慮、②国策としての自動車産業の競争力強化、である。EV は二酸化炭素を排出しないので

地球温暖化対策や大気汚染防止に有効と考えられるが、理由はそれだけではない。EV へ一気

に持っていくことで、ガソリン車やハイブリッド車を得意とする日本メーカーを出し抜くとい

う側面もある。 
図表 3 は 2020 年の世界の自動車販売台数ランキングである。トヨタ自動車グループが堂々

の首位、独フォルクスワーゲンが 2 位につけている。GM は 4 位である。 
電気自動車（電気自動車とプラグインハイブリッド車の合計）の販売台数に目を移すと、様

相が大きく変わる。2020 年 1～10 月期でダントツの首位は米テスラ、これにフォルクスワー

ゲン、中国・比亜迪自動車販売（BYD）が続く（図表 4）。足元、勢いがあるのは補助金政策

等、国のバックアップを受けて販売台数を急伸させている欧州勢である。CES の基調講演で
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EV 化を強調した GM は、中国の上海汽車集団、広西汽車集団との 3 社合弁企業である上汽通

用五菱汽車（SGMW）が、格安 EV「宏光 MINI」の好調で 6 位に入っている。当面ハイブリ

ッド車、ゆくゆくは燃料電池車につなげたいと考えていた日本勢は日産自動車の 14 位が最高

位である 6。 
 

図表 3 世界の自動車販売台数ランキング 

2020年（万台） 2019年（万台）

1 トヨタグループ 953 1074 ▲ 11.3
2 フォルクスワーゲン（独） 931 1098 ▲ 15.2
3 ルノー（仏）・日産自動車・三菱自動車アライアンス 780 1016 ▲ 23.2
4 ゼネラルモーターズ（米GM) 683 772 ▲ 11.5
5 現代起亜グループ（韓国） 635 720 ▲ 11.8
6 本田技研工業 441 517 ▲ 14.8
7 フォード（米） 419 539 ▲ 22.3
8 FCA（蘭フィアット・クライスラー・オートモービルズ） 344 442 ▲ 22.2
9 ダイムラー（独） 284 335 ▲ 15.1
10 PSA（仏PSAプジョーシトロエン） 251 348 ▲ 27.8

注：2021年1月、FCAとPSAが合併して蘭ステランティスが誕生した

販売台数
前年比伸び率（％）

 
                         出所： 各社 IR資料、プレスリリースを元に作成 

 

図表 4 メーカー別 EV（電気自動車とプラグインハイブリッド車の合計）販売台数ランキング

（2020年 1〜10月） 

台数（台）
1 テスラ 米国 352792
2 フォルクスワーゲン ドイツ 138290
3 比亜迪自動車販売（BYD） 中国 126243
4 BMW ドイツ 116963
5 メルセデスベンツ ドイツ 89624
6 上汽通用五菱汽車（SGMW） 中国 85692
7 ルノー フランス 83101
8 ボルボ スウェーデン 80159
9 アウディ ドイツ 79430

10 現代自動車 韓国 72969

14 日産自動車 日本 47110

16 トヨタ自動車 日本 38200
 

                         出所： EV Sales 

 
6 ただ、2020 年 1～9 月期の世界の水素燃料電池車台数シェアを見ると現代自動車が 74％で首

位、トヨタ自動車（同 11％）、本田技研工業（同 3％）である（総販売台数は 6664 台）。トヨ

タの初代「ミライ」とホンダの「クラリティ」のモデルが古くなったこともあるが、安穏とは

していられない状況である。 
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①  バイデン政権発足で EVに追い風吹く米国 

世界では EV 化の動きが強まっている。政策が大きく変わったのが米国である。 
地球温暖化をフェイク扱いしていたトランプ前大統領とは異なり、2021 年 1 月に発足した

バイデン政権は環境重視の姿勢を打ち出している。バイデン大統領の環境・インフラに関する

政策は、①2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成する、②4 年間で 2 兆ドルの投資

を行う、③EV の普及を促進する、④パリ協定に再加入する、である（図表 5）。EV と EV 関

連部材で世界のリーダーとなるとしており、EV 普及のため充電施設を 55 万か所設置し、公用

車 65 万台を EV に切り替えるとしている 7。 
 

図表 5 バイデン大統領の環境・インフラ投資策  

インフラの刷新
道路、橋梁、空港等の刷新、鉄道の高度化、クリーンな公共
交通の実現、5G通信網の構築

米国自動車産業の強化
公共調達で米国製環境対応車の需要を創出、米国製環境対応
車への買い替えをリベートで支援、充電ステーション設置等
EVインフラ整備、野心的な燃費基準導入

電力セクター改革
発電・送電等への巨額投資による雇用創出、投資促進税制等
により2035年までに電力セクター排ガスゼロ実現、既存火力
発電所活用のためのCCS開発、グリーン水素の普及促進

研究開発投資 省庁横断研究機関（ARPA-C)の創設
 

                         出所：各種資料をもとに筆者作成  

 
バイデン政権の公約実現に向けては、当初疑問符がついていた。大統領（民主党）－上院（共

和党）－下院（民主党）というねじれ構造下の船出となると考えられていたためである。とこ

ろが、2021 年 1 月 5 日にジョージア州で行われた 2 つの連邦上院議員選挙の決選投票で民主

党の新人が 2 議席を獲得し、民主党が大統領職と議会の上下両院も制する、いわゆる「トリプ

ルブルー」となった 8。当初予想されていたねじれ構造下に比べると、政策実現へのハードル

は下がったと言えるだろう。EV 普及のためのインフラ整備には追い風になると見られる。 
ガソリン車から EV へ円滑に移行するには、電気絡みのインフラ整備が課題になる。充電施

設の拡充と電力確保である。ガソリン車の場合、給油所数が多く、満タンにするにも数分で済

む。これに対して EV は充電に数時間かかるうえ、充電施設も少ない。EV 普及で増える電力

需要を満たすことも不可欠である。バイデン政権は、まずは充電施設拡充へ向けて一歩踏み出

した。 

 
7 2021 年 1 月 25 日、バイデン大統領は連邦政府の公用車 65 万台を EV に切り替える方針を

表明した。選挙中は公用車 300 万台を EV に切り替えるとアナウンスしていたが、これは、州

政府の車両等も含めてより広くカウントしていたものと思われる。 
8 上院（定数 100、任期 6 年）が、民主党、共和党ともに 50 議席と同数で並んだのに「トリプ

ルブルー」となったのは、上院の採決が可否同数の場合、議長役のハリス副大統領が決定投票

を行うためである。ただ、バイデン大統領が掲げる政策実現に向けては、民主党の上院議席数

が議事妨害（フィリバスター） の回避に必要な 60 議席に達しておらず、医療保険や環境など

多くの分野の法案審議で政党間の調整が必要となる。 
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バイデン政権は「Make it in America」も公約に掲げている。世界の車載用電池のシェアは

図表 6 の通りで、2020 年時点で米国メーカーは影も形も見えないが、テスラは電池の自社生

産を打ち出し 9、GM もオハイオ州に LG 化学との合弁会社「Ultium Cells LLC」を立ち上げ、

車載用電池の製造に乗り出すとしている。 
 

図表 6 世界の車載電池メーカーシェア（2020年の容量ベース、％） 

 

寧徳時代新能源
科技（CATL）, 

26

LG化学, 23.3

パナソニック, 
18.1

サムスンSDI, 8.7

BYD, 8.1

その他, 15.9

 

                         出所： テクノ・システム・リサーチの推計値 

 

②  欧州、中国も EV推進 

欧州も EV に前のめりである。2020 年 12 月、欧州委員会は 12 月 9 日、2050 年までの気候

中立（温室効果ガス排出実質ゼロ）を目指す「欧州グリーンディール」の一環として、「持続可

能なスマートモビリティー戦略」を発表した。2050 年までに温室効果ガス排出量の 90％削減

を達成するために、①2030年までにEVなどのゼロエミッション車の保有台数を最低でも3000
万台に増やす、②2050 年までには大型車両を含むほぼ全ての自動車の排出ゼロ化を目指す、と

いうものである。目標達成のために、2030 年までに 1000 カ所の水素ステーションと、300 万

カ所の充電施設を設置する目標を掲げている。 
だが、あまりに野心的な目標に身内の欧州自動車工業会から物言いがついた。ゼロエミッシ

ョン車普及については賛同の意を表したものの、2019 年の EV 販売台数は約 37 万台、充電施

設は 20 万か所に過ぎないことから、非現実的と批判したのである。 
一方、2020 年、欧州の EV 販売台数は前年比約 2.1 倍の約 75 万台と急拡大している 10。背

景にはコロナ禍における経済対策の一環でドイツ（最大で 9000 ユーロ）、フランス（同 7000

 
9 テスラが明らかにした方針は、①電池の生産能力を 22 年中に 100GWh／年、30 年までに

3TWh／年に高める、②EV 用電池パックの単位容量当たりのコスト（米ドル／kWh）を 56％
下げる、③コスト削減した電池を使って価格を 2 万 5000 米ドル（約 264 万円）に抑えた新型

EV を 23 年までに発売する（同社の EV で最も安価な「Model 3」よりも 1 万米ドル以上安い）、

④EV の生産能力を、30 年までに 2000 万台／年に高める（20 年の出荷目標は 50 万台）、であ

る。CEO のイーロン・マスク氏は、電池を内製化できるまではパナソニックや韓国 LG 化学、

中国・寧徳時代新能源科技（CATL）からの調達を増やすと語るが、テスラの生産能力の強化

は着々と進んでいる。 
10 欧州自動車工業会調べ。EU 加盟国にノルウェー、スイス等を加えた数値。全体の販売台数

は前年比 24％減の約 1200 万台だった。 
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ユーロ）などで補助金政策がとられたこと、ガソリン車に対する規制強化がある 11。 
中国も、2020 年 10 月、2035 年をめどに新車販売のすべてを環境対応車にする方針を打ち

出した。新車販売の半分を EV 等の新エネ車、残り半分はハイブリッド車にするという内容で

ある。 
 

③  EV化が世界の趨勢に 

一方、日本では EV が普及しているとは言い難い。大手自動車メーカーがハイブリッド車に

注力してきたことに加え、EV は高価格で航続距離が短く、充電施設も約 1 万 8000 か所と少な

いためである 12。ガソリン車、ハイブリッド車から EV に本格転換が起きると、蓄積してきた

技術や雇用の面でも大問題が生じる。 
それでも、海外勢を中心に、自動車業界は EV に舵を切っている。環境意識の高まり、米国、

欧州、中国の思惑もあり、EV 市場は拡大が予想される。ガソリン車、ハイブリッド車と違っ

て参入障壁が低いことから、米アップル、中国の百度といった IT 企業も参入の機会をうかが

っている 13。 
こうした事態を受けてか、2021 年 2 月 10 日、トヨタ自動車の北米法人「トヨタ・モーター・

ノース・アメリカ（TMNA）」が、2025 年までに米新車販売の 4 割を電動化する目標を掲げた。

年内に米国市場で EV2 車種、プラグインハイブリッド車（PHV）1 車種を発表するとしてい

る。日本の自動車メーカーが加速する EV 化にどう対応するのか、今後の動きが注目される。 
 

まとめ  

 途中から GM と EV の話になってしまったが、コロナ禍という不測の事態で初のオンライン

開催となった CES は、企業ブースは今一つだったものの、基調講演が収穫だった。その一例

が今回紹介した GM である。コロナ禍でも時代は着々と動いていることを気づかせてくれた。 
 ところで、CES の主催者団体 CTA は、2022 年の CES をリアルとオンラインのハイブリッ

ドで開催すると予告している。ワクチン接種の進み具合を見ると、2022 年のリアル開催は厳し

い気もするが、一日も早くコロナが収束して、押し合いへし合い企業ブースを訪れられる日が

来るのを願っている 14。 
 

 
11 最も厳しいノルウェーは 2025 年までに、イギリスも 2030 年までにガソリン車、ディーゼ

ル車の新車販売を禁止する方針を打ち出している。 
12 ゼンリン調べ（2020 年 3 月末の数値）。 
13 IT 企業は外部に生産委託する形での EV 参入を狙っている。 
14 蛇足ではあるが、CES の基調講演者の顔ぶれを見ると、米国企業で「ガラスの天井」が次々

と破られているのを実感する。GM のバーラ CEO も、AMD のスーCEO も女性である。特に

スーCEO は、倒産かと危ぶまれていた AMD を立て直し、インテルを脅かす存在にまで急回復

させた立役者である。基調講演で見せた堂々とした語り口、自信に満ちた立ち居振る舞い。棋

士の藤井聡太氏が「会いたい人は？」と問われて「AMD のリサ・スーさん」と答えたそうだ

が、なるほど、大物は大物を知るである。 
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