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5G はどこに？ 目玉は不在だが異業種も参入して 

総合技術展の色彩が強まる CES 2020  
― AI、IoT 利用は当たり前。自動運転、8K テレビ、空飛ぶクルマから合成肉、

動くトイレまで、何でもありで活況を呈する CES。 
中国企業の存在感はやや低下 ― 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

  

 
1. 2020 年 1 月にラスベガスで開催された CES2020 は、参加企業が電機、自動車、IT 企業、部

品メーカー、スタートアップ企業から、航空会社、生活用品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。 
2. CES2019 では次世代移動通信システム 5G が目玉的存在だったが、CES2020 では 5G 絡み

の展示は拍子抜けするほど少なかった。自動車関連の展示は多かったものの、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は消えている。 
3. これといった主要テーマがなくなった代わりに、生活用品、航空会社、食品等、新分野から

の参加が相次いだ。手持ち技術にデジタル技術を応用して新製品・新サービスを開発してい

る。 
4. ソニーがレベル 2 の電気自動車、韓国・現代自動車が米ウーバーと提携して空飛ぶクルマを

披露し、トヨタ自動車がスマートシティを提唱するなど、業界の垣根は一段と低くなってい

る。 
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はじめに 

2020 年 1 月 7 日から 10 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 CES2020 は、昨年訪れた CES2019 に勝るとも劣らない活況を呈していた（写真 1）1。 
 

写真 1 来場者で混雑する CES会場 

 

                         出所：筆者撮影  

 
米中貿易摩擦のせいか、前回に比べて中国企業の展示が総じて大人しくなり、中国人来場者

も減少した。一方、近年、地盤沈下が止まらなかった日本勢は、一部ブースが大きな関心を集

めていた。 
韓国・サムスン電子、韓国・LG エレクトロニクスの両横綱ブースがこれまで通り大混雑し

ていた一方で、半導体業界の重鎮、米インテルのブースが消えるなど、異変も見られた。大方

の来場者が、今回の目玉は 5G であろうと参加したのに対して（筆者もそう考えていた）、5G
関連の展示はあっけにとられるほどに減少していた。前回、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で、インテルと米クアルコムが隣り合わせでブー

スの壁に「5G」と大書し、張り合っていたのも夢だったかのように、インテルは展示そのもの

を取りやめ、クアルコムは電機メーカーが集まるセントラルホールから、自動車関連が集結す

るノースホールに引越しした。クアルコムは 5G ではなく、車載関連半導体を前面に打ち出し

ていた。 
筆者はこれまで 3 回 CES を訪れているが、過去の 2 回は主要テーマとも呼べるものがあっ

た。2018 年の主役は自動運転であり、2019 年は次世代移動通信システム「5G」だった。2020
年も活況ぶりは前 2 回と同様だったが 2、これまでのように「これだ！」というテーマは見当

たらなかった。何が目玉かよくわからない会だったのである。 
ただ、驚きの新テーマはなかった代わりに、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、トイレやおむつ、ペ

                                                   
1 来場者数約 17 万人、出展社数約 4500 社（CES2019 は約 18 万人、約 4500 社）。 
2 ランチも立ち食いするスペースを見つけるのすら困難な状況で、通路に座り込んで食べる人

も出る始末。「お客様は神様」の日本と違って、アメリカ人はスーツ姿で立ち食いさせられよう

と通路に座り込む羽目になろうと文句ひとつ言わないのは、ある意味立派である。ただ、混雑

が度を越していたせいか、体調不良で救急車で運ばれていった人もいた。 
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ット用品にまで組み込まれている。従来テーマは確実に進化しており、展示内容も電機、自動

車、半導体、スマートホーム、空飛ぶクルマは言うに及ばず、合成肉や動くトイレまで、もう

何でもありである。①米デルタ航空や米プロクター＆ギャンブルのような電機とも自動車とも

無関係の大物が新規参入したこと、②ソニーが電気自動車を披露し、現代自動車が空飛ぶクル

マを展示するなど、業界の垣根が一段と低くなっているのも印象に残った。 
 

 

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 3。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、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、自動運転との組み合わせで急増したことがある。CES の主会場コンベンションセンタ

ーのノースホールには、自動車関連ブースがずらりと軒を連ねている。 
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が、

今回は、これにデルタ航空、プロクター＆ギャンブル等、これまで CES とはおよそ縁のなか

った業種も参戦、まさに軍事技術以外は何でもありの展示会となっている。 
背景には IoT、AI といったデジタル技術が実用化段階に入っていることがある。航空会社や

日用品メーカーでも、従来技術とデジタル技術を結び付けて新製品・新サービスを打ち出せば、

新分野を開拓できるし差別化も図れる。後ほど、TOTO の「動くトイレ」を詳述するが、CES
は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、世界 46 カ国から約 1200 社

に及んだ。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 4予備軍から「わざわざここまで来なくても」と思

わざるを得ないありきたりの製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 5（写真 2）。前回は、出展数わずか 18 社と寂しかった日本も、今回は受付に晴れ

                                                   
3 かつてのCES は、電機メーカーが「半年後に売りたいもの」を展示する会であり、誰でも入

場できる一種のお祭りのようなものだった。だが、あまりに混雑すると出展者も来場者も困る

ので、現在の CES は、来場者を「ビジネスパーソン」限定として、これ以上来場者が増えな

いようにしている。 
4 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。 
5 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、国名を掲げてブースをずらりと並べていた。 
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着姿の日テレ・アンドロイドアナウンサー、アオイエリカを据え賑わっていた 6（写真 3、4）。 
 

写真 2 「鶏」印で存在感を放つフレンチテック  

 

                         出所：筆者撮影  

写真 3 日本のスタートアップ企業コーナーで受付嬢を務めた 

アンドロイドアナウンサー、アオイエリカ  

 

                         出所：筆者撮影  

 

写真 4 日本のスタートアップ企業コーナー・Gatebox社のキャラクター召喚装置 

 

                         出所：筆者撮影  

                                                   
6 今回、日本のスタートアップ企業は、JETRO の支援を受け「J-Startup」と銘打って 29 社

が出展。写真のエリカ嬢は、来場者に出展企業の説明を行うほか、会話 AI で雑談にも応じる。

もちろん英語。来場者の関心は高く、十重二十重にエリカ嬢を取り囲んで話しかけていた。写

真 4 の「キャラクター召喚装置」は、キャラクターと一緒に暮らすために開発された装置だそ

うで、右の女性キャラクターは日本時間で生活しているので時差の関係で寝ているそうである。

日本らしい展示が人気を集めていたが、約250社が集結して一大勢力となっていたフランス勢、

22 社出展と小規模ながらも、AR / VR からサイバーセキュリティまで最先端分野のブースがず

らりと並び、IT 先進国の面目躍如だったイスラエル勢に比べると、キャラクターや家族型ロボ

ット等、ややオタク的な展示に傾いていた。 
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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. CES 2020のキーワードは？ 

冒頭、今回の CES はテーマがよくわからなかったと書いたが、CES の主催団体 CTA は、

CES2020 の技術トレンドとして 5G、AI 等を挙げていた。 
ここでは 5G に注目し、技術トレンドとして挙げられながらもなぜ展示が下火になっていた

のかを考えたい。 
近年、CES をけん引してきた自動車関連の展示の概要もお伝えする。 

 

（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、前回の CES では主

要テーマの一つとなっていた 7。 
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、超高速の 20 ギガビット/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、③1 ㎢あたりの同時接続端末数も 4G の 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。 
というわけで、前回の CES では写真 5、6 のように、インテルとクアルコムが 5G と大書し

たブースを隣に構えていた。インテルはパソコン、サーバー向け CPU（中央処理装置。コンピ

ューターの頭脳部）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。元々通信向け半導体に強いクアルコムも、5G 対応モデム搭

                                                   
7 5G は、2019 年、米韓でモバイル商用化、中国商用化、欧州商用化開始。2020 年、日本でも

商用化開始。とは言え、現時点でいずれも一部都市・地域のサービスにとどまっている。 
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載のスマホ（OPPO、Vivo、小米）を展示していた。両社とも、「我こそは」とやる気満々の様

子だったのである。 
 

写真 5 前回のインテルのブース 

  

                         出所：筆者撮影  

 

写真 6 前回のクアルコムのブース  

 

                         出所：筆者撮影  

 
ところが、その後、インテルは 5G 関連分野から撤退 8。インテルは、サーバー向け半導体の

売り上げ増で業績は好調だが 9、5G 向けを諦めたのみならず、本業の CPU で生産プロセスの

世代交代に難渋している 10。CPU の供給不足でパソコンやサーバーのメーカーに迷惑をかけ、

                                                   
8 インテルは、クアルコムとロイヤルティーをめぐって係争中だったアップルにモデムを供給

していたが、両社が和解したことを契機に、19 年 4 月、5G 関連分野から撤退した。撤退の理

由に、クアルコムのライセンスに関する取り決めにより、競争上不利な立場に置かれ、事実上、

市場から追い出されたと主張しているが、技術的ハードルを越えられなかったとの見方も根強

い。アップルも、インテル撤退で 5G 対応スマホ開発は遅れるわ、サプライヤーがクアルコム

1 社になるわと、面白くない状況となった。ただ、転んでもただでは起きないアップルは、そ

の後、インテルから 10 億ドルで 5G 部門を買収している。そのうち「アップルの 5G チップ」

が出てくる可能性もある。 
9 インテルの CPU の出荷個数は減少しているが、同社は PC 用CPU で約 80％、サーバー用

CPU で約 96％のシェアを占める事実上の独占企業であることから、CPU 価格が高騰、増収に

つながった。 
10 インテルは、2016 年以降、14nm プロセスから 10 nm プロセスへの微細化を図っているが、

うまくいっていない。 
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生産技術ではサムスン電子や台湾積体電路製造（TSMC）に後れを取るという失態を重ねてお

り、今回の CES では、ブースそのものを出さないという荒業に出た。 
勝者のはずのクアルコムのブースも、大手電機メーカーのブースが立ち並ぶセントラルホー

ルから、自動車関連のメーカーが多いノースホールに移転して、車載中心の展示となっていた

（写真 7）11。 
 

写真 7 クアルコムの自動運転向けソリューション「Snapdragon Ride Platform」 

 

                         出所：筆者撮影  

 

サムスン電子や LG エレクトロニクスのように、5G 対応端末を展示するメーカーも散見さ

れたが、前回と打って変わって 5G 絡みの展示が減少したのは、①5G 商用サービスが始まった

国があるとは言うものの、現時点では既存インフラに 5G を付け足した「併用」サービスであ

り、5G を堪能できるのはごく一部の地点にとどまっていること、②消費者向け（スマホ、タ

ブレット等）は高価 12にもかかわらず、現時点では、特定地点で早いということ以外はこれと

いったキラーアプリ、キラーユース（5G でなければできないこと）がなく、好事家以外の興

味をひいていない、③5G は工場内の機器間通信向けに有望視されているが、本格的に広がっ

ていくのは 2022 年以降と見られる 13、ことが背景にある。 
今回は主役の座から降りた感のある 5G だが、工場・展示会場・マンション等、「自分たちの

ため」だけに構築するローカル 5G は今後急速に伸びると見られている。次回CES では、再び

前面に出てくる可能性がある。 
 
 

                                                   
11 この自動運転向けソリューション「Snapdragon Ride Platform」を利用すれば、自動車メ

ーカーは自動緊急ブレーキ、車線維持、高速道路での自動走行等をこれまでより簡単に高い電

力効率で可能にできるとしている。この技術を使った自動車は 2023 年中盤以降に商用化の見

込み。 
12 中国メーカーの 5G 対応スマホでは 5 万円台の製品も見受けられるが、サムスン電子、ファ

ーウェイのハイエンド機はおおむね 10 万円超。30 万円超（サムスン電子の中国市場向けハイ

エンド機）というものもあります。 
13 欧州では、ロボットとロボットを 5G でつなぐ工場が有望視されている。ファクトリーオー

トメーションの一段の推進に加え、ロボットの電源を電池にすることにより、生産ラインをす

ぐに変更できる点も利点とされている。 
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（2）コンセプトカーは花盛りだが、自動運転は停滞気味の自動車 

近年、CES をけん引してきたのは自動車関連である。今回も自動車メーカー、自動車部品メ

ーカー、IT 企業等、いたるところでコンセプトカーを見かけたが（写真 8～12）、肝心の自動

運転開発は停滞気味である。 
 

写真 8 映画「アバター」と協業したメルセデス・ベンツのコンセプトカー 

 

                         出所：筆者撮影  

 

写真 9 韓国・現代モービスのコンセプトカー 

 
                         出所：筆者撮影  

 

写真 10 独アウディのコンセプトカー 

 
                         出所：筆者撮影  
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写真 11 アイシン精機のコンセプトカー 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 12 独ボッシュのコンセプトカー 

 

                         出所：筆者撮影  

 
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 14。実験が進むにつれてレベル 4 以上を達成するのは相当困難であるとの見

方が強まっている（図表）15。 
 
 

                                                   
14 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。 
15 例えば、錯乱した人が猛スピードで道路を逆走してきたとき、一体誰がどうやって止めるの

か。パトカーが体当たりするのか？止め方がわからない。また、車を輸出する際は、脇から飛

び出してくるかもしれない輸出元にはいない輸出先の動物も、全部教えなければならない。輸

出された後に、その車はまた他の地域に移動するかもしれない。もう、きりがないのである。 
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図表 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 

 
今回の CES では、自動車部品メーカーの後ろ向きの記者会見も注目された。独 ZF は「一般

車向けの自動運転はレベル 2 を超えた程度にとどまるだろう」と語り、独ボッシュも「自動運

転は常に人が関与する」「製品はアシスタントに過ぎない」と完全自動運転から後退する姿勢を

見せた。コンセプトカーの展示は花盛りであり、来場者も群がっていたが、完全自動運転に関

するコーナーは、まだ夢を語る場の域を出ていない。 
 

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」に陣取っていたのはLG エレクトロニクスである。

前回までは対抗するようにサムスン電子が隣り合わせに位置していたのだが、今回は、

CES2019 で世界初の曲がるスマホを発表した中国・Royole が LG の隣に進出し、出世した感

を漂わせていた。 
サムスン電子は、場所はやや後退したものの、CES 最強の集客力は健在で、通勤時間帯の山

手線もかくやの混雑ぶり。通過した後はへとへとである。この他、高い注目を集めていたパナ

ソニック、ソニーの様子をご紹介する。Royole 以外の中国メーカーの展示も年々洗練度を増し、

今回も 8K テレビを当たり前のように披露。渦中のファーウェイは、これ以上目をつけられて

はかなわないということなのか、控えめな感じのブースだった。 
 
（1）サムスン電子と LGエレクトロニクス 

CES 会場において、どの企業がどこに位置するのかを見ると勢力図がわかる 16。日本にいる

とピンとこないが、CES 会場のど真ん中に巨大ブースを構えているのは、LG エレクトロニク

スである。 
 

① LG エレクトロニクス 
写真 13 は LG エレクトロニクスの入り口の様子である。前回、前々回同様、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。 
                                                   
16 日本の電機メーカーが飛ぶ鳥を落とす勢いだった頃は、当然ながら、日本企業がセンターだ

った。筆者は 3 回しか行ったことがないが、中国メーカーが辺境からセンター方面に進攻して

きたかと思うと米中貿易摩擦で足踏み状態になるなど、有為転変が見て取れる。 
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写真 13 LGエレクトロニクス・ブース入り口の様子 

 
                         出所：筆者撮影  

 

ローラブル有機 EL テレビは、初のお披露目となった前回は、下から画面がするすると上に

伸び、また下部の台座に巻き取られるという動作を繰り返していたが、今回は上からも画面が

出てきて上部台座に巻き取られるという形に進化していた。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ある 17。 
筆者が目を吸い寄せられたのは、目にも鮮やかな 145 インチのマイクロ LED テレビである

（写真 14）。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。大型有機 EL パネルを量産できないサムスンが次世代テレビとして前々回から披露し

ていたが、今回は LG も参入した。自発光のマイクロ LED テレビは、あまりに画像が鮮明で

見ていると目がちかちかしてくるほどである。構造上、どのような形にも大きさにもできると

いう特性を持っているので、業務用の引き合いが強いかもしれない。 
マイクロ LED パネルは、「ポスト液晶、ポスト有機 EL」の本命と目されている。ただ、マ

イクロ LED チップをびっしりと正確に敷き詰めるには高い技術、膨大な時間とコストが必要

なので、実用化にいたるのは 2030 年頃と見られている。韓国 2 社がこの技術に真剣に取り組

んでいるのは、国を後ろ盾にして低コストでパネルを生産できる中国勢が、液晶パネルで世界

最大の生産能力を持つに至り 18、いずれは有機EL にも本格展開する可能性があるためである。 
 

 

 

 

 

                                                   
17 発売時期は未定とのこと。 
18 中国メーカーの工場投資は、政府や政府系ファンドが投資額の大半を負担する場合が少なく

ないので、コスト競争力が強い。中国では 15 年ごろから京東方科技集団（BOE）や華星光電

（CSOT）などが各地に工場を建設、中国の生産能力は約 4 年で日本や台湾、韓国を抜いた。

しかし、供給過剰となりパネル価格は急落した。 
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写真 14 LGエレクトロニクスのマイクロ LEDテレビの鮮やかな画面  

 

                         出所：筆者撮影  

 
このほか、変わり種としては家庭菜園コーナー付き冷蔵庫（写真 15）、スマートドア（写真

16。左側の扉は不在時に生鮮食品の受け取りができる）などもあった。5G 対応スマホ（写真

17）といった王道製品のほか、クラムシェルタイプの折り畳みスマホ（写真 18）19、コンセプ

トカー（写真 19）20、調理ロボット（写真 20）21、の展示も行われていた。全体としては、前

回展示を進化させたものという印象を受けたが、センターに陣取るだけあって盛りだくさんの

内容だった。 
 

写真 15 LGエレクトロニクスの家庭菜園コーナー付き冷蔵庫 

 

                         出所：筆者撮影  

 
 

                                                   
19 この折り畳みスマホは日本でも販売されている。スマホ 2 画面としてもタブレット 1 画面と

しても使える。「同時に違うことを調べられる」「便利な割に安い（約 5.5 万円）」とおおむね高

評価である。 
20 完全自動運転になったらこうなるね、という典型的コンセプトカーである。 
21 棚からモノを取り出して台に置くような動作を繰り返していた。 
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写真 16 LGエレクトロニクスのスマートドア 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 17 LGエレクトロニクスの 5G対応スマホ 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 18 LGエレクトロニクスのクラムシェル型折り畳みスマホ 

 

                         出所：筆者撮影  
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写真 19 LGエレクトロニクスのコンセプトカー 

 
                         出所：筆者撮影  

 
写真 20 LGエレクトロニクスの調理ロボット 

 

                         出所：筆者撮影  

 
②  サムスン電子 

CES 最強の集客力を誇るサムスン電子のブースは、「元祖」としてまずはマイクロ LED テ

レビ「The Wall」がお出迎え（写真 21）。鮮明な画像を映す巨大テレビの横には「どこにでも、

どんなサイズでも対応可能。ベゼルがない」と利点が強調されていた。前回同様、8K 液晶TV
「QLED 8K」22も展示されていたが、AI 活用で、画質だけでなく音質や他機能（テレビが自

ら明るさを調整する等）も進化していた（写真 22）。5G 対応端末も、もちろん披露されていた。 
今回、サムスン電子のブースに新たにお目見えして大いに注目を集めていたのは、5G を用

いた車載向けテレマティクス・コントロール・ユニット（TCU。通信ユニット）とテニスボー

ル状のパーソナルロボットである。 
写真 23 の手前に見えるのが TCU である。5G を利用して膨大な情報をリアルタイムで車両

に提供する。走行中でも高画質のコンテンツやマップをダウンロード可能で、テレビ会議も支

障なく行える。21 年に量産開始予定の独 BMW の電気自動車「iNEXT」に搭載される見込み

                                                   
22 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。 
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で、実現すれば 5G 対応のTCU が実用化される初事例となる。 
 

写真 21 サムスン電子のマイクロ LEDテレビ「The Wall」 

 

                         出所：筆者撮影  

 

写真 22 サムスン電子の QLED・8Kテレビ 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 23 サムスン電子の車載向け 5G対応通信ユニット 

 

                         出所：筆者撮影  
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サムスンは、2017 年、80 億ドルで米オーディオ・自動車部品メーカーのハーマンを買収し

た。自動車電装部品方面を新成長分野と見越しての大型買収だったが、5G 時代を迎え成果を

出しつつある。 
一見、テニスボール風の物体は、AI 搭載コンパニオンロボット「Ballie」である（写真 24）。

最初、ブース内でプレゼンしていた男性の後を Ballie がころころついていくのを見たときは、

何だこれは？という感想しか出てこなかったが、本体にカメラとセンサーを搭載しており、近

くにいるユーザーを自動的に認識してついていき、動き回って周囲をモニタリングする。高齢

者やペットの見守りのほか、ヒトに代わって周囲の状況を認識して、お掃除ロボットに掃除し

ろと命令するなど、家電の操作も可能である 23。単なるコンセプト製品ではなく、商用化を目

指している。 
前回のサムスンのブースは、従来の製品を進化させた感じでやや新味に乏しかったが、今回

は車載への 5G 活用、AI ころころロボット披露等、新領域へ一歩踏み込む姿勢を見せ、興味深

い展示だった。 
 

写真 24 サムスン電子の AI搭載コンパニオンロボット「Ballie」① 

 
                         出所：筆者撮影  

 
写真 25 サムスン電子の AI搭載コンパニオンロボット「Ballie」② 

 

                         出所：筆者撮影  

                                                   
23 AI スピーカーを使って家電や照明等に指示を飛ばすのすら面倒である、という利用者にと

っては、Ballie がユーザーの設定（起床時間等）に応じてカーテンを開ける、電気をつける等

の指示を出すので負担軽減になる。カメラでユーザーに写真も送れるので、見守り機能も期待

できる。 
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（2）やや勢いを取り戻した日本勢 

 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」も少なく埋没気味だった。CES の主催団体CTA によれば、今回、160 カ国・約 4500
社が出展する中で、米国企業 1600 社以上、中国 1000 社以上、韓国 400 社弱、フランス約 300
社。日本は…約 80 社である 24。日本の出展数の少なさは、スタートアップ企業の少なさも大

きく影響しているが、ソニーの電気自動車が耳目を集めるなど、数は少ないながら、前回に比

べて注目度は高まっていた。 
 
①  ソニー 
今回、日本メーカーのブースの中で最も注目を集めていたのは、おそらくソニーの電気自動

車「VISION-S（レベル 2 相当の自動運転に対応）」だろう（写真 26、27）。とにかく、クルマ

のそばに近づくのも一苦労、押すな押すなの大盛況で、「ソニーが」「クルマ」の衝撃度を物語

っていた。一見、普通のセダンだが、中をのぞくとダッシュボードは 3 枚のディスプレーが連

なり、後部座席にもディスプレーがある。ウォークマンの会社らしく、360 度全方向から音が

流れる音響システムも売りである。ちなみに、この電気自動車はコンセプトカーではなく、ち

ゃんと走る。 
なぜ、ソニーがクルマなのか。 
ソニーは、スマホやデジカメで「目」の役割を果たす半導体、CMOS センサーで世界シェア

50％超を占め首位である。CMOS センサーは、最近のソニーの好業績の立役者の一つでもある

が、スマホ、デジカメ市場は成熟している。そこで、16 年に高成長が見込める車載向けのサン

プル出荷を始め、トヨタ自動車にも採用されたが、スマホ向けほどの戦果は上げていない。 
 

写真 26 ソニーの電気自動車① 

 

                         出所：筆者撮影  

 
 

                                                   
24 前回、約 1300 社が出展した中国は米中貿易摩擦の影響で減少。中国人来場者も、前回ほど

の存在感はなかった。 
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写真 27 ソニーの電気自動車② 

 

                         出所：筆者撮影  

 
今回、VISION-S を作るにあたって、ソニーはデザインや仕様などを自社で設計し、部品は

独ボッシュ等と提携、製造はカナダの自動車部品大手、マグナ・インターナショナルのオース

トリア子会社に委託した。当面、自動車メーカーになるつもりはないとしているが、ソニーも

ここまでできると示して、車載向け半導体の拡販を狙っているのではないかと見る向きが多い。

ただ、水平分業でここまでこぎつけたことから見ると、自動車業界でも電機業界や半導体業界

と同じことが起きる可能性はある 25。 
 

② パナソニック 
パナソニックもさすがの集客力で、入り口に 8K スーパーハイビジョンレコーダーと超高輝

度 4K レーザープロジェクターを使ったスポーツ関連の巨大画像を流し、オリンピック気分を

盛り上げていた（写真 28）。眼鏡型の小型・軽量VR グラスも注目を集めていた。 
 

写真 28 パナソニックの巨大画像 

 

                         出所：筆者撮影  

 

                                                   
25 水平分業の成功例としては、電機業界ではアップルと鴻海精密工業、半導体業界ではファブ

レスのクアルコムとファウンドリのTSMC がある。 
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企業向けを中心に幅広く展示されていたが、ソニーのクルマほどのサプライズはない。また、

前回から消えたテスラ車は、今回も見当たらなかった。 
 
 ③ シャープ 
 鴻海精密工業の傘下に入って、前回、4 年ぶりの本格出展を果たしたシャープ。前回は、久々

の出展ということもあってか、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

ったが、今回は「8K＋5G エコシステム」と銘打ったコーナーが賑わいを見せていた。 
 写真 29 はドローンに 8K 小型カメラを搭載して橋梁等インフラの高精細映像を撮影し、5G 
を使って遠隔地にリアルタイムで送るというもの 26。橋梁の橋脚の小さなひび割れなど、人の

目が届きにくい箇所の点検に使える。 
これは面白いと思ったのか、世界最小 8K ビデオカメラ 27を、ユーチューバーがものすごい

勢いで解説していた（写真 30）28。業績は回復途上だが、攻めの姿勢が感じられるブースだっ

た。 
写真 29 シャープの小型 8Kビデオカメラを搭載したドローン 

 

                         出所：筆者撮影  

 
写真 30 シャープの世界最小 8Kビデオカメラを収録するユーチューバー 

  

                         出所：筆者撮影  

                                                   
26 既に 8K 映像の 5G 無線伝送実証実験に成功しており、日本で近々運用開始されるローカル

5G を使ったシステム構築を推進したいとしている。 
27 大型のプロ向け 8K カメラは数百万円以上超が相場だが、この小型 8K ビデオカメラは 5000
ドル前後で販売の予定。大型カメラが持ち込みにくい場所、ユーチューバー等の利用を想定し

ている。 
28 シャープの説明員の方によると、宣伝になるので、時間限定でユーチューバーの撮影を許可
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（3）8Kテレビは林立していたものの、やや静かな中国メーカーのコーナー 

前回まで、着々と存在感を増していた中国・電機メーカー。今回も TCL、ハイセンス等主要

メーカーのブースには色鮮やかな 8K テレビが林立していた。 
写真 31 はハイセンスの 8K・ULED テレビ。ULED テレビとはハイセンス独自のハイエン

ド液晶テレビで、バックライトに LED を使用している。TCL の 8K 液晶テレビは、ミニ LED
を直下型バックライトに使用（写真 32）。どちらを見ても、日韓メーカーの液晶テレビとそれ

ほどそん色はない。ひと昔前までの中国メーカーのテレビ＝「安かろう悪かろう」の時代は終

わったことがわかる。 
ただ、前回、前々回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、集

客力も増していた中国主要電機メーカーが、今回は、LG の隣という一等地に進出した有機 EL
ディスプレー・メーカー、Royole を除いては、米中貿易摩擦の影響を受けてか、おとなしくし

ている印象を受けた。 
 

写真 31 ハイセンスの 8K・ULEDテレビ 

 

                         出所：筆者撮影  

 

写真 32 TCLの 8K・QLEDテレビ  

 

                         出所：筆者撮影  

 
 

                                                                                                                                                     
しているとのこと。 
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LG の隣という一等地に進出した 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だったが、前回のCES
でサムスンを差し置いて世界初の曲がるスマホを披露して、一躍有名になった。今回のブース

の真ん中には 500 台の折り畳み可能なディスプレーがぶら下がった「Ro Tree」を設置したほ

か、ディスプレーをバッグや AI スピーカーに巻き付けた展示を披露した。用途を開拓中と見

える（写真 33～35）。 
写真 33 Royoleの「Ro Tree」 

  

                         出所：筆者撮影  

写真 34 Royoleの曲がるディスプレー（バッグ編） 

 

                         出所：筆者撮影  

写真 35  Royoleの曲がるディスプレー（AIスピーカーその他もろもろ編）                         

  

                         出所：筆者撮影  
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渦中のファーウェイは、前回同様、スマホやウェアラブルの展示が中心だった（写真 36）。

米国から制裁を受けている最中でもあり、これ以上目立つのは得策ではないとの判断だろうか。 
 

写真 36 端末展示が中心のファーウェイのブース  

 

                         出所：筆者撮影  

 

 

4. 主要企業の動向＜自動車編＞ 

 近年の CES の隆盛の原動力だった自動車メーカー。トヨタ自動車の展示に関しては、日本

でも報道されつくした感があるので、ここでは割愛し、ウーバーと提携して「空飛ぶクルマ」

を披露した現代自動車を紹介する。 
現代自動車のブースは、自動車メーカーでありながら自動車の展示がなく、①空飛ぶクルマ

こと電動垂直離着陸（eVTOL）機、②自動運転が可能な地上用シャトル「S-Link」が目を引

いていた 29（写真 37、38）。 
 

写真 37 現代自動車の空飛ぶクルマ 

 

                         出所：筆者撮影  

 

 

                                                   
29 S-Link はカスタマイズ性が高く、レストラン、ホテル、診療所等、様々な用途に使える。 
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写真 38 現代自動車の地上用シャトル 

 

                         出所：筆者撮影  

 

空飛ぶクルマは、前回、米ベル・ヘリコプターが初めて展示し、その大きさと迫力で来場者

の度肝を抜いたが、今回の現代自動車の展示は、ウーバーと提携することで、空飛ぶクルマか

ら空飛ぶタクシーへ、コンセプトを一歩進めている 30。 
空飛ぶクルマが注目されているのは、都市部の渋滞問題に加え、従来のヘリコプターに比べ

て運航コストが安いことにある。ここへきて、自動車部品メーカーや自動車メーカーが航空機

の電動化技術の研究開発に本腰を入れ始めており 31、電気自動車の量産実績がある現代自動車

も、NASA から著名研究者を引き抜いて空飛ぶクルマ開発部門を立ち上げた。 
現代自動車の展示の面白いところは、空飛ぶクルマだけでなく、地上用シャトル「S-Link」

を見せている点にある。「S-Link」は、「Hub」と呼ばれる空飛ぶタクシーのステーションまで

利用者を運ぶのにも使えるそうである。 
ただ、空飛ぶクルマの航続距離は現時点で最大約 100 ㎞であり、充電ステーションを設置す

る必要もある。運航コストは安いというが、わざわざヘリコプターから空飛ぶクルマに変える

必要があるのか、ドローンですら危ないと見る人が少なくないのに、こんな巨大な物体が空を

飛び交って、落ちてきたらどうするのかと考えるのは私だけだろうか。 
 

 

5. その他の注目コーナー 

 今回、5G の展示が減少し、自動車関連の展示には既視感が漂い、中国勢の勢いにもやや陰

りが見られた CES。その代わりに、日用品メーカー、航空会社、合成肉を作るスタートアップ

企業等、新顔が続々と参加し、総合技術展の様相が強まった。日用品では、プロクター＆ギャ

ンブルが赤ちゃんのおむつにセンサーをつけて、健康状態をスマホで把握できるシステムを紹

介。食肉の消費が環境破壊の遠因となっていると合成肉開発に乗り出した米 Impossible Foods

                                                   
30 配車サービスのウーバーは、都市部の有効な移動方法として、空飛ぶタクシーのライドシェ

アリングサービス「Uber Elevate」を計画している。現代自動車の空飛ぶクルマは、「Uber 
Elevate」と共同開発したもの。 
31 デンソーが航空機の装備品大手の米ハネウェルと提携して、eVTOL 機向けのモーターやイ

ンバーターの開発に乗り出したほか、ホンダも航空機の電動化の研究を進めている。 
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社は、来場者に合成肉を挟んだベトナム風サンドイッチをふるまった 32。 
ここでは、重い荷物も簡単に持ち上げられるロボットスーツを披露したデルタ航空、「動くト

イレ」を展示した TOTO を紹介したい。 
 

（1）デルタ航空のロボットスーツ 

 デモコーナーが黒山の人だかりとなっていたのが、デルタ航空の外骨格型パワードスーツ

「Guardian XO」である（写真 39、40）。外骨格型デバイスの米サルコス・ロボティクス社と

提携して開発中のこのロボットスーツは、着用すると重量の 100％を負荷分散するため、従業

員の負担が大きく軽減され、最大 8 時間、最大 200 ポンド（約 91 ㎏）の貨物を繰り返し持ち

上げられるという。航空貨物の現場は大の男でも疲労困憊する過酷な職場なので、普及すれば

物流業界の職場環境改善の一助になるだろう。 
 

写真 39 デルタ航空のブースでロボットスーツを着る男性 

 
                         出所：筆者撮影  

 

写真 40 デルタ航空が披露したロボットスーツ  

 

                         出所：筆者撮影  

 

                                                   
32 ビル・ゲイツ氏やグーグルが出資していることでも有名な Impossible Foods 社が合成肉開

発に乗り出した背景には、畜産の環境負荷の大きさがある。例えば、牛一頭育てるには大量の

水やえさが必要であり、牛のげっぷ（メタン）は積もり積もって地球温暖化の一因となる。

CES2020 で配布されたのは、大豆たんぱく質やココナツ油といった植物由来の豚肉味合成肉

で、食べた人によると、見た目も味もまずますとのこと。残念ながら、筆者は出遅れてゲット

できませんでした。 
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 スタートアップ企業、米 Misapplied Science 社の「パラレル リアリティ」技術を使ったデ

ィスプレーも画期的だった。現在、空港では、自分の搭乗機がどのゲートから出発するのか、

遅延していないか等をモニターで確認しなければならないが、大きな空港になれば情報も膨大

で、見つけるのに一苦労である。この技術を使ったディスプレーは、搭乗券を読み込ませると、

複数人が見上げていても AI による認識で個々人に応じた情報を示す。成田に行きたい日本人

がディスプレーを見ると、搭乗口等の情報が日本語で、パリに行きたいフランス人が見ると情

報がフランス語であらわれる。2020 年夏ころからデトロイト空港のデルタのターミナルでサー

ビス開始とのことである。 
 

（2）TOTOは「動くトイレ」を披露 

 MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）ならぬ TaaS（トイレ・アズ・ア・サービス）と

いう提案を見せたのが TOTO である。 
 アメリカは公衆トイレの数が少なく、安全面・衛生面で課題がある。TOTO はスタートアッ

プ企業の米 Good 2 Go 社との協業で、サンフランシスコ市内でトイレの予約アプリを展開して

いるほか 33、写真 41 の移動式トイレ（トイレ一体型のクルマ）が、サンフランシスコ市内の

イベント開催時に月 6 回ほど出動している。ゆくゆくは、スマホアプリで「トイレを呼ぶ」サ

ービスを提供することも視野に入れている。利用者にTOTO 製品の良さ、ウォッシュレット文

化を伝えることも狙いの一環である。 
 

写真 41 TOTOの動くトイレ  

 

                         出所：筆者撮影  

 
 TOTO のブースの横には、韓国の空気清浄機・浄水器メーカー、Coway 社がトイレ関連製

品を展示していた（写真 42）。新興メーカーが猛追してくる中、TOTO と言えど製品だけで優

位を保ち続けるのは難しい。製品＋サービスで差別化を図り、サービスを展開しながら製品の

良さを浸透させる取り組みと言える。 
 
                                                   
33 サンフランシスコ市内のコーヒーショップ等と提携、トイレを改装した後システムを導入。

①利用者はアプリでエリアのトイレを検索、②来店してトイレの順番を確認、③スマホでトイ

レを開錠、④使用後、トイレを評価、というサービスを展開している。 
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写真 42 TOTOブースの横に陣取る韓国・Coway社  

 

                         出所：筆者撮影  

 
 

 

終わりに  

 筆者 3 回目の視察となる CES2020 は、これといった主要テーマがないという点で前 2 回の

CES とは大きく違った。ひと昔前のように、業界全体が薄型テレビだ、自動運転だと一斉に一

方向に走っていく時代は終わり、手持ちの技術をデジタル技術で味付けして思い思いに付加価

値を高めるという時期に来たのだとも言える。 
 ソニーがクルマを作ったり、現代自動車が空飛ぶクルマを展示したりと、業界の垣根が低く

なったのをまざまざと感じさせられた展示会でもあった。デルタ航空のような電機とも自動車

とも無関係の企業が、スタートアップ企業との連携で新製品・サービスを披露する例も目立っ

た。 
次回CES は 5G が有望用途を見つけて再び前面に出てくるのだろうか。それとも「各々ご勝

手に」の状況が続くのだろうか。米中貿易摩擦や新型肺炎が生産・消費に及ぼす影響を含め、

先は読みづらい。 
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