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ファイナルレポート 
第 16 回 国際コンポーネント・システム・アプリケーション専門見本市 

第 16 回 国際電子部品・製造機器専門見本市 
2017 年 3 月 14 日～16 日  

中国・上海新国際見本市会場 
 

2017 年 3 月 16 日 

 
 
 
Summary 
 

 新記録：28 の国と地域から 1,230 社が 
出展、来場者は 68,215 人を記録 

 展示スペース 69,000 平方メートル超 
 electronica China:  

・オートモーティブ・デー：自動車産業の未来 
 productronica China:  

・ロボット技術と自動化ソリューションに注目 
・主要 SMT 企業とのライブ実演でさらなる 
コラボレーションが実現 

 
 
 
Facts＆Data 
 

会 期 2017 年 3 月 14 日（火）～16 日（木） 
午前 9 時～午後 5 時（最終日のみ午後 4 時まで） 

会 場 中国・上海新国際見本市会場 
主 催 Messe München GmbH – メッセ・ミュンヘン 

MM (Shanghai) Co., Ltd. – メッセ・ミュンヘ上海 
規 模 69,000 ㎡ （2016 年：62,000 ㎡） 
出 展 企 業 28 ヶ国から 1,230 社 （2016 年 31 ヶ国 1,088 社） 
来 場 者 総 数 68,215 人 （2016 年 61,455 人） 
主 な 出 展 品 ＜electronicaChina＞  

半導体全般、パワー半導体部品、エンベデッド・システム、センサー、MEMS、リ

レー、スイッチ、配線技術、受動部品、モーター、駆動部、ケーブル、アセンブリ・サ

ブシステム、マイクロ波技術、ディスプレイ、パワーサプライ 
 
＜productronicaChina＞ 
材料加工、部品製造、回路基材装置製造、ケーブル加工技術、はんだ付け技術、

アセンブリ・モジュール・ハイブリッド用物流管理・装置製造、半製品・完成品用検

査・測定技術、各種オペレーティング機器、製造サブシステム、関連サービス 
専 用 U R L www.electronica-china.com （英語） www.productronica-china.com （英語） 

 

http://www.electronica-china.com/
http://www.productronica-china.com/
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electronica china と productronica China は 3 月 16 日成功裏に幕を閉じた。両見本市を併せた展示ス

ペースは 69,000 平方メートル超に及んだ（2016 年：62,000 ㎡）。総計 1,230 社の出展企業（2016 年：

1,088 社）が 28 の国と地域から参加し、最新の製品開発を紹介した。また、約 68,215 人の来場者（2016
年：61,455 人）が上海新国際見本市会場（SNIEC）*を訪れた。2016 年と比較し出展社数は 13％、来場

者数は 11％増加した。当見本市は電子部品、システム、アプリケーションの市場全体をカバーしている。

productronica China では、知的生産、革新的な製

品およびスマート・ソリューションを特徴とする幅広

い展示が行われた。また多くの併催プログラムが

（electronica China ではオートモーティブ、モノのイ

ンターネット（IoT）、ウェアラブル、医療、マイクログ

リッド、インダストリー4.0 といった業界の最新動向

を取り上げ、productronica china では製造の自動

化と高度なプロセス技術に焦点を置いた）3 日間の

見本市を飾った。 
*データは electronica China と productronica China 2017 の

総計 
 
【electronica China 2017】 
技術革新を通じ、産業の未来への懸け橋に 
 
メッセ・ミュンヘン常務取締役のファルク・ゼンガーは前向きに次のようにまとめた。「electronica China で

発表された製品とサービスは、アジアにおけるほとんど全ての産業に影響を及ぼしている。electronica 
China と出展社は、我々をより良い未来につなぎ、世界のエレクトロニクス産業に大きな価値を生み出し

ている」  
 
「今回の見本市は、コネクティビティが全てだった。－初公開のテクノロジおよび見本市開催中に行われる

価値ある直接取引の両方において」と、メッセ・ミュンヘン上海、最高経営責任者のエドウィン・タンは述べ

た。  
仮想現実、スマートホーム、自動運転車、ロボット工学からウェアラブルにいたるまでの最新の開発から

electronica China は、常に技術革新システムとデジタル・エコシステムにおいて欠かせない要素となって

いる。ボッシュ社、ビジネス開発＆セールス APAC 取締役のジェフ・ハン氏が次のように話している。

「electronica China では、より多くの質の高い来場者が見受けれらた。展示品も、基本的なものから多様

なものへと変化した。我々は、ここに巨大な市場機会があると考えている」  
 
カーエレクトロニクスの表舞台  
新アシストシステムからセンサーや LED までのカーエレクトロニクスが electronica China2017 で進歩を

遂げている。ボッシュ社、リニア社、オン・セミコンダクター社、ルネサスエレクトロニクス㈱、ローム㈱、ST
マイクロエレクトロニクス社や㈱東芝を先頭に、多くの出展企業がソリューションを展示した。オートモー

ティブ・デーは、見本市の 1 日前に開催された。523 人が参加した終日会議は、自動車産業の革新へ大

きな価値があることを証明した。京セラ （中国） 商貿

有限公司の東山清彦氏は次のように述べた。                                  

「展示された製品とテクノロジ及び来場者の質という

観点から、オートモーティブ・デーは高い成功を収め

たと思っている。自動車産業の発展に、多大な貢献

をもたらしている」  
 
新たなイノベーションの核となるコネクティビティ  
モノのインターネット（IoT）は、エレクトロニクス産業

において「次なる大きなモノ」と見なされている。この

分野のパイオニアであるアルプス社、ハネウェル

社、ケメット社、京セラ㈱、オムロン㈱、パナソニッ
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ク㈱を含む主要な部品メーカーが electronica China 2017 に集結し、多岐にわたる分野にインテリジェン

トアプリケーションとソリューションを提供した。  
 
ST マイクロエレクトロニクス社 アナログ・MEMS グループ製品マーケティング部門マネージャのリアン・ク

イン氏は次のように話した。「我々は初期から electronica China に参加し、見本市の発展を目の当たり

にしてきた。来場者はより専門的で、具体的なニーズを持っている。エレクトロニクス産業の未来と

electronica China の先行きが明るいことは確かだ」  
 
強く関連したセグメントの更なる成長の機会  
半導体、受動部品およびコネクタ分野は、成長のための新たな市場と機会を提供した。  
 
大手企業であるハーティング社、HRS 社、フェニックス・コンタクト社、モレックス社、TE 社、ワゴ社は、コ

ネクタ分野に出展した。展示された製品は、ヘルスケア、輸送、製造業における世界的に最も差し迫った

課題の改善に対処したものであると同時に、アジアにおける新たな市場と機会を作り出した。モレックス

社、グローバルマーケティング・コミュニケーション副社長のブライアン・クラウゼ氏は次のように述べてい

る。「我々は 7 年間 electronica China に参加し、その成長を見てきた。見本市に参加することは、顧客を

見つけ最新の技術と製品を紹介するのにうってつけの方法だ」  
 
3,563 人がイノベーション・フォーラムに参加  
electronica China は急速に展開する市場開拓とグローバルな動向を深く理解している。  
中国国際自動車エレクトロニクス会議（China International Automotive Electronics Conference）は、オ

ートモーティブ・デー、自動車エレクトロニクスと電気自動車（EV）の 3 つの小会議に分けられた。OEM、

一流サプライヤ企業を含む自動車エレクトロニクス業界から 48 人の講演者がパワートレイン・システム、

安全とテレマティクスおよび ITS テクノロジ、その他急速に進化しつつあるイノベーションについて意見を

交わした。国際パワーエレクトロニクス・イノベーションフォーラムでは専門家と革新的リーダーを招き、パ

ワーカンバセーションおよびマイクログリッド技術、自動車向けワイヤレス充電技術および電力供給、イン

ダストリー4.0 およびインターネット+向け電力供給技術を含む主要なテクノロジについて情報を共有し、議

論した。  
 
スチューデント・デー：成功への第一歩  
electronica China は、今回初めてエレクトロニクス産業において将来有望な人材となる大学生向けの新

しいプログラムを開催した。300 人を超える技術系の学生が、見本市最終日 3 月 16 日に開催されたス

チューデント・デーに参加した。  
 
【productronica China 2017】 
イノベーションがスマート製造に刺激を与える 
 
メッセ・ミュンヘン常務取締役のファルク・ゼンガーは、productronica China 2017 の結果に満足し、この

ように述べた。「高度な製造技術は、世界的な競合状況を急速に変えている。productronica China にお

ける革新的なオートメーション製品とソリューションは、業界に刺激を与え、未来を変える機会を生み出す

と見られている」 
工場およびビジネスは変化を遂げている。今回の

productronica China では、来場者を自動生産ライン

からスマートファクトリー・ソリューションまでの創造性

に満ちた世界に導いた。   
シュロニガー社、ビジネス開発代表およびグループ経

営陣メンバーのマーティン・シュティア氏は次のように

話した。「何年もの間、productronica China が着実

に発展するのを見守ってきた。来場者数と来場者の

質は非常に良い。我々は中国において自動車産業の

上得意客と関係を築いた。特に、欧州からの顧客にも

会うことができた」  
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スマート製造が業界の競争力を維持  
ドイツと中国は産業のアップグレードとスマート製造を促進するという同じ目的を持ち、それぞれ「インダス

トリー4.0」と「中国製造 2025」の政策を打ち出した。スマート製造は情報、技術および人間の知恵を活用

し、エレクトロニクス産業のあらゆる過程における開発と製造インテリジェンスのアプリケーションに急速な

変革をもたらす。  
 

メッセ・ミュンヘン上海、最高経営責任者のエドウィン・

タンは次のように述べた。「スマート製造は工場の柔

軟性を高め、製品コストを低減し、環境の持続可能性

を向上する。これによりエレクトロニクス産業が競争力

を維持することができる」  
 
ABB 社、ファナック㈱、㈱不二越、オムロン㈱、ユニ

バーサルロボット社などの主要ロボットメーカーの多く

が、エレクトロニクス・マニュファクチャリングの自動化

に対し、作業環境の向上、製造プロセスの最適化、生

産性の向上およびを国際市場においてより競争力を

より維持できるように専念した創造性に富んだソ

リューションを紹介した。  
那智不二越（上海）貿易有限公司 副本部長兼ロボット事業取締役のシャオビン・リウ氏はこのように話し

た。「この展示会はエレクトロニクス業界においてとても重要な役割を持っている。我々はこのプラット

フォームを利用し、より多くの顧客と接触したいと考えている。大盛況の展示ブースと非常にプロフェッショ

ナルな来場者を見ることはとても喜ばしいことだ」  
 
会場に設置された完全な SMT 製造ライン  
インダストリー4.0 によって掲げられた標準製造コンセプトは、職場において製造プロセスを小さく区分する

ことを求めており、この区分は標準作業と高性能機械により接続され厳密な処理シーケンスに従ってい

る。  
productronica China2017 の「SMT イノベーションポイント＆デモライン」において、SMT 業界の主力企

業が 4 つの組み立てラインを設置し、標準組み立て作業と高効率モデルをライブ実演した。  
ASM 社の 2 部門である DEK と SIPLACＥは、スマートフォンとカーエレクトロニクス製造向けの REHM
フィッティングによるシミュレーションラインを構築した。ヤマハ㈱はヘラー社と共同による高性能コンパクト

プリンター、高効率モジュラーおよびハイエンドのハイブリッド光学検査システムの展示のみならず、家

電、安全と保護システム向けのソリューションをもたらした。Europlacer 社は Speedprint 社と BTU 社と

共に、軍事と航空宇宙エレクトロニクスにおける実装工程のライブ実演を提供した。SMT に加え、富士機

械製造㈱、JUKI㈱、パナソニック㈱などのトップブランド、更に検査装置業界からオムロン㈱、㈱サキコー

ポレーション、エクスロン社が最新の AOI およびＸ線装置を持ち込んだ。  
 
富社（上海）商貿有限公司 副本部長のジアンウェイ・

ファン氏は次のように述べた。「この展示会を通じて、

エレクトロニクス製造業の同業者とより多くの交流を

はかることができる。前年同様、展示会にて多くの潜

在顧客と会うことができた」  
 
kurtz ersa Mechanical and Electrical Equipment
社、アジアパシフィック地区副本部長のジャンハオ・シ

エ氏はこのように話した。「とてもプロフェッショナルな

見本市であり、顧客の質はかなり良い。

productronica China の今後の発展を確信している」  



 
 

5 

最良事例と技術実績の情報交換  
productronica China2017 開催期間中に、多くの

フォーラムとパネルディスカッションが開催された。製

造業界とエンドユーザー市場からの専門家たちが、

エレクトロニクス生産、SMT、オートメーション、ワイ

ヤーハーネス、プリンテッド・エレクトロニクスについ

て見解や経験を分かち合った。  
 
エレクトロニクスにおける接着剤市場、技術およびア

プリケーションに焦点を置いた国際接着技術イノベー

ションフォーラムが中国で初めて開催され、主要な接

着剤メーカー、装置サプライヤー、エンドユーザーお

よび業界の専門家たちが集結した。同フォーラムでは、エレクトロニクス産業での技術革新と発展を促進

するため、中国でのエレクトロニクス産業における最新動向と接着アプリケーションの機会について意見

を交わした。  
 
 
次回の electronica China, productronica China は 2018 年 3 月 14 日～16 日上海で開催される。 
 
 
詳細情報ならびに写真は、専用ホームページまで： 
www.electronica-china.com （英語） www.productronica-china.com （英語） 
 
 
 
 
electronica China, productronica China 2017 主な日系出展社（50 音順） 

 
アポロ精工㈱、アルプス電気㈱、エア・ウォーター㈱、エア・ブラウン㈱、SMK㈱、オムロン㈱、加賀電子㈱、

京セラ㈱、㈱キーエンス、コーセル㈱、コーデンシ㈱、国際電業㈱、㈱サキコーポレーション、サンエツ金

属㈱、シチズン電子㈱、㈱指月電機製作所、㈱シマデン、信越化学工業㈱、新明和工業㈱、JX 金属㈱、

JUKI㈱、進工業㈱、スミダコーポレーション㈱、住友電気工業㈱、スリーボンド㈱、セイコーエプソン㈱、セ

イコーインスツル㈱、第一実業㈱、第一精工㈱、太陽誘電㈱、㈱タムラ製作所、テクノアルファ㈱、

TDK㈱、㈱東芝、㈱ナックコーポレーション、ニチコン㈱、㈱ニチフ、日本アルミット㈱、日本オートマチック

マシン㈱、日本ガイシ㈱、日本航空電子工業㈱、㈱日本スペリア社、日本トムソン㈱、㈱ノイズ研究所、白

光㈱、パナソニック㈱、ヒロセ電機㈱、富士機械製造㈱、富士高分子工業㈱、㈱不二越、冨士端子工業㈱、

富士通セミコンダクター㈱、ファナック㈱、㈱緑測器、武蔵エンジニアリング㈱、ヤマハ発動機㈱、リコー電

子デバイス㈱、リニアテクノロジー㈱、ルネサスエレクトロニクス㈱、ローム㈱  
など（50 音順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料請求、各種お問合せ先：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 丁目 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.electronica-china.com/
http://www.productronica-china.com/

