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CEATEC2016 の 開 催 日 程 は 10 月 4
日（火曜日）から 10 月 7 日（金曜日）の

美茂

いる、更に海外出展者数は 1.3 倍、参加国

野の勝敗は決しているので当然と言えば当

は 19 カ国から 24 カ国へと増加してる。

然なのだが韓国勢がそれほどの勢いをもっ

4 日間、昨年度の CEATEC2015 は水曜

この様に CEATEC においての IoT 系に

日から土曜日の 4 日間であり最終日は土曜

集中シフトする施策は成功している様に会

当の日本の家電メーカーは展示を自社の

日と休日の一般来場者も参加可能な日程だ

場では感じられた、数年前から大型のブー

強みや新開発の製品に絞込み、マーケット

った。

スを持つ家電メーカーは次々と数が減り続

リサーチや協業者を探すと言った本来の展

その前年度の CETATC2014 では火曜

け、携帯キャリアは大規模出展を数年続け

示見本市の姿に戻っていた。もはや展示会

日スタートの土曜日最終の 5 日間であった

た後の撤退、その後は自動車メーカーなど

を自社の威信を示す必要も無いのであろう。

のでこの 3 年間で開催日程は大きく変化し

の存在感が大きくなり世代交代の様相を見

続けているのである。

せていた訳である。

て展示していない所は気になる点ではある。

日本家電メーカも全てのメーカが出展し
ていた訳ではなく、その配置もバラバラで

家電見本市からの脱却期間を経て、変化

今年の CEATEC はその様な変化の中の

あった。重電系メーカは自社のインフラ系

を続けてきた CEATEC は方向性を IoT 系

迷いを感じさせない雰囲気が会場に満ちて

を展示し、弱電系メーカは強みを持った分

のベクトルに定め始めていたが、今年から

いた。

野に特化して展示していた。但し過去の様

は CPS と IoT を正面から謳った IT 展示会
に行き着いた様だった。
昨年までの CETEC と比べて見た感覚は
さほど変化が無いように感じるのであるが、

会場で先ずは見え奪うのはやはり 4K や

に R ＆ D を全て見せますと言った様なショ

8K と表示された看板なのだが、既に日本

ウケース的なものではなく売り込みたい製

メーカーのものではなく海外勢である。

品を絞り込んだピンポイントの展示で自社

台湾や中国勢が日本市場は 8K だと言わ

「CPS/IoT の総合展」と銘打った今年は出

んばかりに昔の日本の家電メーカーのよう

展者数がは昨年に比べて 1.2 倍に増加して

にせっせと展示しているのである、この分

の製品理解をしっかりして貰おうという地
に足の着いた展示となっていた。
特に人だかりを集めていたのが

用語解説
「DCEXPO2016」（デジタル・コンテンツ・エキスポ）
デジタル・コンテンツ・エキスポは毎年秋の雰囲気が漂う 10
月の末に行われているが今年も 10 月の 27 日（木曜日）から 10
月 30 日（日曜日）の 4 日間の日程で開催された。
今年も会場は日本未来科学館で講演、セミナー、展示会、特別

族連れで未来館遊びに行く結果となったケースも多かったと聞く。
展示物もわかりやすい体験モ
ノから、びっくりするような仕
掛けのものまで色とりどりの展

イベントが行われた。

示か行われている上に最先端の

今年は特にイベントとしてサカナクションの 8K：VR シアター
「Aoi

メディアコンテンツ系の技術に

- 碧 - サカナクション」と言うコンテンツが上映され人気を呼んで

触れられるので DCEXPO を未

いた。

体験の方は是非とも来年の秋は

このコンテンツは 8K のシステムを使用する為、展示できる場

親子連れで日本未来科学館に行

所とシステムの都合がつかなければならないと言う非常にレアな

かれて DCEXPO に参加競され

環境でしか見れないコンテンツで SXSW や渋谷などで上映されて

てはいかがだろうか。メディア

はいるのであるが多く人々が見ることの出来ないコンテンツとな

系の忙しいお父さんたちには家

っていた為に今回の DCEXPO における展示も評判となっていた

族の理解が得られる数少ないチ

のである。

ャンスになるのではないかと思

また今年の DEEXPO は講演も充実しており、その結果何度も
会場に足を運ぶことなった方も多かったのではないだろうか。
会期の 4 日間の内、2 日間が土曜日、日曜日であった事もあり家
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うのである。

Panasonic の半透明液晶表示ガラスであろ
う、一見普通のショーウィンドウに見えて
中の展示物が見えるのであるが、展示ケー
スのガラスに映像が表示できるため製品の
説明や CM 的なファッショナブルな映像ま
で商品を見せながら展示できると言う点と、
表示ガラスのサイズが注目の的であった。
そのサイズはデパートのショーウィンド
ウをカバー出来るくらいの高さ 2m 以上横
幅 5m 以上の巨大なもので直ぐにでも実用
化して使用可能な製品に見えたのである。

VIVE（バイブ）は様々な応用展示がなされ

ン、ビックデーターのデーターマイニング

またその隣にはテーブル型の IH 系調理家電

ており面白い展示となって人々を集めてい

など既に実用化されているのもが一堂に展

がダイニングにそのまま登場できると言っ

た。

示され、一気に比較できると言う点におい

た住宅メーカーでもある一面を活用した展

もう一つ大きな展示といえば人工知能系

ては非常に面白い展示会の形になっていた。

である、AI と略されている技術であるが

また、大きなブースではなかったものの

その向かい側が TOYOTA の展示ブース

こちらはゴールドラッシュのように多くの

ロボット関係の展示も多く、ロボット周り

であり勢いを感じさせるメーカーは業種に

メーカーの参入が始まっているのであるが

の有名メーカーではなく中小のベンチャー

関係なく集中して集められている様にも見

CEATEC では意外と落ち着いた応用分野の

ビジネス系の企業が小さいながらも多くの

えた。

出展が多かった。これは展示会の特性や雰

展示行っておりモノ造りとソフトウェア、

囲気によるものなのだろう、直ぐに使える

そしてアイディアを持った企業が挑戦して

ものが主として展示されていた。

いる所を見ることが出来ると、今後の日本

示も行っていた。

TOYOTA は EV などのカットモデルを展
示しライフスタイルの落ち着いた展示を行
っていたのであるが、向かいの Panasonic

特にビックデーターを人工知能によって

など家電メーカが EV 車の部品を作ってい

処理してゆく流れはディープラーニングの

る事などから何故だか一体感を感じるエリ

普及により物凄い速度で進化、加速してお

アとなっていたのである。

り今後の注目技術であることは確実である。

EV 車と言えば日本の自動車メーカとは

の進むべき道が見えてきたような気がする
CEATEC2016 であった。

この分野では実用化と基礎研究が玉石混交

随分離れた場所ではあるがステラモーター

の状態で、展示の

ズも大きく展示スペースをとっており、触

中でも産業技術総

って乗れるモーターショウの様なフレンド

合研究所や NEDO

リーな展示を行っており、人だかりが出来

などでは、まだま

ていた。なかなか見れない車だけに随分と

だ基礎研究が行わ

人気を博していた。

れている一方、自

更に展示の目玉として、今流行の HMD

動車の自動運転技

（ヘッド・マウント・ディスプレイ）系の展

術など期待されて

示は多かった。やはり海外勢が中心なので

R ＆ D が着実に進

あるが産業応用に向けた実用化は進んでい

んでいるもの、コ

るようで小さな中小メーカーやベンチャ－

ンピューターウィ

が数多く展示していた。特に製品化が進ん

ル ス 検 知 や AI に

でいるアメリカ＋台湾系の HMD であるを

よる対話エンジ

Yoshishige Matsuno

VFX スーパーバイザー

新設、
リニューアルに関わらず
何でもご相談ください。
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