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BAU 2017 
ファイナルレポート 

国際建築・建材・建築システム専門見本市 
2017 年 1 月 16 日（月）～21 日（土） 

ドイツ・ミュンヘン見本市会場 
2017 年 1 月 21 日 

 
 

 
 
卓越した BAU 2017 － 再び記録が更新される 
 
 
◎250,000 人以上が来場、内 80,000 人が 
ドイツ国外から 

◎45 カ国から 2,120 の出展社が最高と評価 
◎2017 年 11 月：上海にて新たに 

FENESTRATION BAU China を開催 
 
 
 
 
 
Facts＆Data 
 

会 期 2017 年 1 月 16 日（月）～21 日（土） 9 時 30 分～18 時 （最終日は 17 時まで） 
会 場 ドイツ・ミュンヘン見本市会場 
主 催 メッセ・ミュンヘン（Messe München GmbH） 
規 模 全 17 ホール 180,000 ㎡ 
出 展 社 数 45 ヶ国から約 2,120 社 
来 場 者 数 約 250,000 人（ドイツ国外来場者：80,000 人） 
主 な 出 展 品 素材（亜鉛、アルミ、石＜天然・人造＞、ガラス、スチール・ハイグレードスチール、

セラミックス、土、銅、プラスチック、木材）、化学建材（漆喰、絶縁材、接着剤、塗

料、ニス、防熱・防寒・防火・防音材）、軽石、ファイバーセメント、コンクリート・多孔

質コンクリート、タイル、瓦、レンガ、ケイ灰レンガ、エレベータ、エスカレータ、階段、

屋根材、屋根窓、床仕上げ材、鍵、シリンダ、門、ドア、ドア枠、窓、シャッター、ブラ

インド、セキュリティ・侵入監視システム、ゲート・駐車システム、ゲート・ドア駆動技

術、出入管理システム、エネルギー・ソーラー技術、太陽光発電、遮光・ファサード

システム、空調・換気技術、ガラス・プレハブ・木造建築、ビルディングオートメーショ

ン、アウトドアデザイン、空間コンセプト、建築関連ソフトウェア・コンピュータソリュー

ション、サービス、業界誌  など 
出展 日本企 業 旭化成建材㈱、旭硝子㈱、井上商事㈱、三菱樹脂（株） ほか 
専 用 U R L www.bau-muenchen.com （英語 / ドイツ語） 

http://www.bau-muenchen.com/
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史上初めて、BAU 2017 に来場した 250,000 人以上の内、約 80,000 人が海外からの参加者であった。

国際建築・建材・建築システム専門見本市である BAU は、またしても海外からの来場者が大幅に増加し

た（2015 年来場者約 72,000 人）。建築・設計事務所からの来場者は 65,000 人を超え、BAU は建築家

のための見本市としての評判を強固なものにした。45 カ国から 2,120 社の出展者が参加し、出展社数に

おいても記録を更新した。  
 
メッセ・ミュンヘン副 CEO であるラインハルド・プファイファーは、この結果に満足し「BAU の記録がまた更

新されたことで、この展示会は建築業界における革命を支える原動力、推進力として立場を見事に確立し

た」と述べている。 
また、BAU 顧問委員会会長のディター・シェファー氏

も喜び次のように話している。「出展社の観点からす

ると、BAU は大成功を収めた。これは“ 国際建築・建

材・建築システム専門見本市”という名にふさわしい

ことだ」 BAU 顧問委員会副会長のマーティン・J・ホ
ルマン氏は、「BAU は 2 年に 1 度の業界主要イベン

トである」と続けた。  
 
来場者数上位 10 カ国には、今回も EU 圏外の 3 カ

国、トルコ（2017 年 3,055 人 / 2015 年 3,716 人）、

ロシア（2017 年 2,868 人 / 2015 年 2,500 人）、中国

が入っていた。既に大きな割合を占めていた中国か

らの来場者がさらに増加し（2017 年 2,235 人 / 2015 年 2,096 人）、中国のランキングが上がった。 
 
BAU 開催中、中国で最も重要視されている窓、ドア、ファサードの見本市である FENESTRATION 
CHINA の過半数株式を獲得したことをメッセ・ミュンヘンが発表した。「FENESTRATION BAU China を

今後主催するにあたって、我々の主要出展社がこのニュースに非常に前向きな反応を示したことは、とて

も重要なことだ」とラインハード・プファイファーが説明している。 FENESTRATION CHINA の創始者で、

新しい FENESTRATION BAU China の共同パートナーとなるキャシー・ペング氏は、FENESTRATION 
CHINA と BAU のセグメント、BAU Congress China を結びつけることは、明らかに“win-win シチュエー

ション”だと述べている。新しい共同プラットフォームである FENESTRATION BAU China は、2017 年 11
月 7 日～10 日に初めて上海で開催される。この合弁は、世界で最も重要な建築市場である中国におけ

る BAU の立場を強固なものにした。 
 
今回も、近隣国であるオーストリア（11,520 人）、スイス（5,243 人）、イタリア（5,013 人）が BAU の来場者

数のトップランキングに並んだ。欧州以外の国においても来場者数が大幅に増加したことは、BAU の認

知度が上がっていることを表している。これには、韓国（1,301 人 / +42%）、アメリカ）（792 人 / +40%）、イ

ンド（803 人 / +59%）が含まれた。   
 
「BAU は 1964 年の初開催から 50 年以上の歴史

がある。見本市で 17 の展示ホールを見学した全て

の人は、世界的に評価の高い非常に大きなイベント

になったという印象を受けた」と BAU の展示会責任

者、ミルコ・アレンドが説明している。会場内とブース

は初日から人であふれていた。例年通り、多くが 2
階建ての凝ったデザインのブース展示を特徴とした

ものであった。ブースでは世界各国からの来場者が

見受けられた。45 カ国から参加した 2,120 社の出

展企業は準備万端で、多くの出展社が特別に訓練

された従業員を配置し、世界各国からの顧客により

良いサービスで対応した。  
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BAU 2017 は出展社に全ての新規取引先、質の高い来場者とプラスの経済見通しなど徹底した取り組み

を要求しているにも関わらず、展示会ブースの雰囲気は素晴らしいものであった。  
  

前回同様、出展社は来場者の国際性、質と多様性

に満足していた。BAU は特別な立場にあり、業界に

おける国内外で最も重要な見本市だということを明

示している。 
「今回も BAU は業界をリードする国際見本市という、

特別な立場としての真価が問われた」とブラース社

コーポレート・コミュニケーション部門取締役のバー

ナード・グアルディ氏が説明している。「BAU が主要

な国際見本市だということを、今まで以上に明確に

示した」とシューコー社のトーマス・ラウリッツェン氏

が強調した。ヴィコナ社のアイテン・イルマッツ氏は

「BAU は素晴らしい見本市」と簡潔に述べた。イン

ターパネ社のマーケティング・コミュニケーション部門取締役であるマーク・エヴァリング氏は、BAU 来場者

の多様性を「BAU はあらゆる顧客ターゲットに接する機会をもたらす」と称賛している。 
サンゴバン・リジップ社、CEO のヴァーナー・ハンスマン氏は「今年は海外取引先数に顕著な増加が見ら

れた」と感想を述べている。BAU に初出展した中国企業ノースグラス社の副社長、ハネス・シュピス氏は

「完全に圧倒された。何が何でも 2019 年にはまた出展するつもりだ」とコメント。次回 2 年後に開催される

BAU について質問すると、ほとんどの企業が「また出展する」と回答した。  
 
業界において BAU が絶対的 1 位の座にあることは、市場調査機関のゲルスズス社によって行われた出

展社の調査においても証明された。既に上がる余地のないところまで高い評価を得ている調査結果が出

た。ほぼ全ての出展社（98 パーセント）が BAU を「良い－とても良い」と評価。多くの出展社（95 パーセン

ト）に主要な展示会だと認識されている。95 パーセントの出展社が質に最高点、91 パーセントが国際性に

ついて最高点をつけた。それほど驚くことではないが、出展社は経済の現況について 2015 年時よりも良

い評価をした。2 年前 81 パーセントだった「良い－とても良い」の評価が、今回 91 パーセントであった。ま

た出展社は 2015 年と比べ、具体的な商取引意欲が向上したことを確認した。ほとんど全ての出展社（98
パーセント）が、2019 年に再度出展する計画を立てているとした。 
 
来場者調査は最高レベルの評価で、安定を保った形

となった。ここにおいても、これ以上評価を伸ばすの

は難しいというところまできている。2015 年と同様、

BAU 来場者の 98 パーセントが「良い－とても良い」

と評価し、96 パーセントが 2 年後再度来場する予定

だとした。来場者は見本市の規模と展示物の完全性

（98 パーセントが「良い－とても良い」）と業界トップ

企業大手の存在（95 パーセント）に最高点をつけた。

来場者の満足度は全てのカテゴリーにおいて 90 か

ら 100 パーセントで、これは BAU にとってごく当たり

前のことだ。来場者の 95 パーセントが、新たな開発

についての情報収集という最重要目標を達成したと

報告した。これは 2015 年よりやや増加した。 
ほぼ全ての来場者、95 パーセントがビジネス目的の来場者で、うち 62 パーセントが管理職についている

と答えた。  
 
BAU では、来場者の多様性と多様なトピックが最も説得力のある特徴であるが、今年の見本市は 2 つの

テーマで展開された。C3 ホールの BAU IT 部門の出展社は、デジタル化が建造物の未来にどれだけ多

大な影響を及ぼすのかを実演した。ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）のトピックは、至る

所で見受けられた。展示会場で持ち切りとなっていた他のトピックは、特異性を持ち、外的影響に対応す
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るスマートビルディングの要素とシステムであった。指紋認証スキャナー付きドアノブから、エネルギーを

作り出すファサードまでと、完全に接続されたスマートホーム向けシステムソリューションだ。 
  

BAU は出展社とブースにおける展示の質で知られ

ているが、これは支援プログラムにも当てはまるこ

とだ。例年通り、3 つの展示会フォーラムは今見本

市において人気のアトラクションであった。これらは

ホールの中央（C2、A4、B0）に配置され、来場者は

業界での注目の話題を聞くことが出来た。来場者は

迅速かつ容易に立ち寄ることができ、無料で建築・

研究・産業分野における独立した専門家たちからの

解説を聞くことができる。プレゼンテーションは、計

画と建築のデジタル化、モジュールのシリーズ建築

と「smart」というトピックで展開された。ホール B0
のフォーラムでは、建造物の修復と近代化を行う実

用的なソリューションに焦点を当てたテーマがあった。不動産業デーと大学デーも開催された。 
 
出展社のプレゼンテーションは、様々な側面と観点をカバーした BAU 2017 のメインテーマ（Intelligent 
Facades—Digital Planning, Building and Operation—Networked Buildings—Building and Living 
2020）に関する特別なショーが行われた。BAU のパートナーには、フラウンホファー・アリアンツ・バウ、

DGNB（ドイツ持続可能な建築物協議会）、ift ローゼンハイムと GGT Deutsche Gesellschaft für 
Gerontotechnik®などの、名高い企業と団体が含まれた。 
 
BAU 2017 は、ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMUB）のバーバラ・ヘンドリックス氏により正

式に開会された。ヘンドリックス氏はスピーチにおいて、建築業界を主要な社会的機能にとって「絶対不可

欠な」ものと表現した。また、我々は住宅建設のイニシアチブと共に正しい方向に向かっていると述べた。

「ドイツの建設現場は好調だ。長年の低迷後、好転の傾向が見られる」展示会を全て見学した後、大臣は

「必要不可欠な建築政策！ 」というタイトルの BMUB 会議を開催した。  
 
“the Long Night of Architecture”が再び BAU の見所となった。金曜日の夜、35,000 人以上の参加者が

70 のミュンヘンの建造物と注目されている建築のライトアップを体験した。（BAU PI No. 19 も参照） 
 
例年のように、BAU において幾つかの賞が与えら

れた。1:1“ファースト・ハウス” ― “Bauwelt”と連動

した賞、AIT イノベーション賞、革新的な製品に与

えられる BAKA 賞、“IT で築く ― 将来性のある建

築の仕事”賞、建材市場オスカーとバイエルンエン

ジニア賞が含まれた。BAU がアーキワールド・ア

カデミー建築ポータルと共に開催するコンテストで

あるアーキワールド・アカデミー受賞者の発表は、

明らかに展示会の目玉であった。世界各国 1,500
以上の企業から選ばれた 12 人の受賞者は、主要

な国際的建築士と共に半年間のインターンシップ

を行う。 将来の雇用者と隣り合わせに並んだ受賞

者は感激していた様子であった。 
 
 
 
次回の BAU は、2019 年 1 月 14 日から 19 日までドイツ・ミュンヘン見本市会場で開催され、新たに 2
ホールが追加される。これにより見本市会場のスペースは 200,000 平方メートルとなる。 
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詳細情報ならびに写真は、専用ホームページ www.bau-muenchen.com まで 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料請求、出展申込み、各種お問い合わせ先： 
メッセ・ミュンヘン 日本代表部 

株式会社メッセ・ミュンヘン・ジャパン 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-20-3 ノアーズアーク虎ノ門 5 階 

Tel.: 03-6402-4583 Fax: 03-6402-4584 e-mail: info@messe-muenchen.jp 
URL: www.messe-muenchen.jp （日本語） www.messe-muenchen.de （英語 / ドイツ語 ） 

http://www.ifat-chinal.com/

