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国際セラミックス・粉末冶金技術・イノベーション・原材料専門見本市 
2018 年 4 月 10 日～13 日 / ドイツ・ミュンヘン見本市会場 

 
 

                                              2018 年 4 月 13 日 
 

ceramitec 2018 セラミックス及び粉末冶金業界への投資を促進 

 
 
 
 
Summary 
 

• 出展企業と来場者から高評価 
• 出展企業は投資意欲の高い       
来場者に満足 

• 積層造形に関する新しい特別      
展示に関心が集まる 

 

 

Facts＆Data 
 
 

会 期 2018 年 4 月 10 日（火）～13 日（金） 
午前 9 時～午後 6 時（最終日のみ午後 4 時まで） 

会 場 ドイツ・ミュンヘン見本市会場 
主 催 Messe München Gmbh －メッセ・ミュンヘン 
規 模 40,000 ㎡ 
出 展 企 業 38 ヶ国から 633 社 
来 場 者 総 数 15,000 人以上  
主 な 出 展 品 原料、添加剤、資材、付属品、保管・貯蔵、運搬、計量、粉砕、製粉、評

価、選別、混合、成形、施釉、装飾、表面処理、熱処理、測定、制御、分

析・ラボ機器、プラント建設、除塵、フィルタリング、包装・梱包、オートメー

ション、工具、予備・交換部品、環境保護、工業用セラミックス、コンポーネ

ント・サービス、研究、学術・業界専門媒体・協会・団体   など 
出展日本企業 岩谷産業㈱、宇部興産㈱、小林工業㈱、高浜工業㈱、㈱奈良機械製作

所、日本ＩＤＴ㈱、日本電産シンポ㈱、東ソー㈱、TOTO㈱、三井金属鉱業

㈱ ほか 
専 用 U R L www.ceramitec.de （英語/ドイツ語） 

http://www.ceramitec.de/


4 月 10 日から 13 日にかけて、ド

イツ・ミュンヘンで開催された

ceramitec 2018 では、国際的セ

ラミックス業界における投資意欲

が高まった。セラミックスおよび粉

末冶金業界を牽引するこの世界

規模の見本市には、今年も多く

の来場者が訪れ、また出展企業

と来場者両者の満足度は相当の

ものだった。出展企業の93％、ま

た来場者の 97％が、見本市を「最高に良い」、「良い」と評価している。さらに、質の高い会議

プログラムも開催されたことにより、この見本市は、セラミックスおよび粉末冶金業界の情報

プラットフォームにおいて、ナンバーワンの地位を築いたといえよう。 
 
「ceramitec 2018 は大成功を収めた」と、メッセ・ミュンヘン専務取締役のゲルハルト・ゲリッツ

ェンは言う。そして、続けて次のように語った。「特に喜ばしいことは、セラミックス業界への投

資がポジティブな傾向にあるという事前調査が、この見本市において確信に変わったというこ

とだ。出展企業はとても良いビジネスができた。ポテンシャルのある来場者に、自分たちの出

展に興味をもってもらい、しかも、多くの新たなコンタクト先を入手できたのだ」。ceramitec は、

国際的、かつこの業界を牽引する見本市としての地位と名声を手に入れた。そして、「今年は

例年に比べてメッセが多い年であるうえに、この見本市の初日には、ミュンヘン空港でストラ

イキがあったにも関わらず、このような喜ばしい結果となった」と述べた。 
 
ここ数年のチャレンジングな状況にもかかわらず、ceramitecs 2018 では前向きな業界の流

れを確認できた。未来的なテーマである、デジタル化とインダストリー4.0 に関しては、専門的

な意見交換がなされた。ドイツ Netzsch 社販売応用マーケティング部門部長である Dr. 
Jürgen Blumm 氏は次のように述べた。「デジタル化はセラミックス業界全体を支配している

テーマといえよう。ここでいうデジタル化とは、各顧客に特化したソリューションを、効果的に、

実現可能にするエレクトロプロセス

のことである」。デジタル化の発展に

は、ceramitec の役割が更に重要と

なってくる。「デジタル化の時代こそ、

サプライヤと顧客が、確かなインタ

ーフェースを定義するためにも、

ceramitec のような、人と人が個々

に会って話をする場所が、より重要

になってくる。このように、膨大な情

報を 一度に得られる場所は 、



ceramitec 以外に見当たらない」と、

Schunk Ingenieurkeramik GmbH 社

社長の Joachim Heym 氏は言う。 
 
今回新たに加わった積層造形の特別

展示も、また未来志向であった。革新

的な展示品の隣では、セラミックスや

積層造形について、質疑応答による講

演形式のプラグラムも開催された。新

たな製造フローに関する基調講演は、

この見本市で好評だった。イスラエル XJET 社最高業務責任者の Dror Danai 氏は次のよう

に語った。「ceramitec により、セラミックス業界は、積層造形の可能性について極めて高い関

心をもった。この主催者のおかげで、ceramitec は、積層造形テクノロジを有名にする理想的

なプラットフォームになったのだ。ceramitec への参加は、我々の期待どおりのものとなった」 
 
出展社と来場者の国際性 
人数的にみても、15,000 人以上という来場者数は、とても良い数字だ。このことは、

ceramitec が、セラミックス業界における世界的ミーティングポイントとしてのポジションを確立

したといえる。38 か国から 633 社が出展をした。ドイツに続いて、イタリア、フランス、スペイ

ン、ポルトガルからの出展企業が多かった。驚くことに、約60％が国外からの来場者であった。

なかでも、イタリア、オーストリア、フランス、トルコ、中国、ロシアからの来場者数が顕著であ

った。この国際的な多様性が出展企業には好評であった。イタリアの煉瓦製造機器メーカー

であり、粗セラミックス分野からの重要な出展企業である Bongioanni Macchine 社の COO、

Marco Lanfranco 氏は、次のように語った。「今回の見本市への参加は、とても有益だったと

評価している。見本市会場では、たくさんの既存顧客と意見交換を行った。また、今後新たな

顧客に繋がるであろう来場者とも交流することができた。とても良いビジネスミーティングの機

会を得た」 
こういった国際的な業界は、政治的・

経済的背景からの影響も受けやすい。

そのため、この見本市でも、様々な国

際紛争や保護貿易傾向による影響に

ついて、頻繁に話題に上った。Dr. 
Jürgen Blumm 氏は、それについて次

のようにまとめた。「セラミックス業界

の機器製造や設備構築においては、

国際的な傾向がかなり強まっており、

そのため潜在的な貿易障壁による影

響を受けやすい」 



 
広汎な会議プログラムと 1 年に 1 度の DKG 会議 

ceramitec には広汎な会議プログラ

ムも盛り込まれていた。様々なイン

フォメーションミーティング（粉末冶

金・デー、ヘビークレイ・デー、テク

ニカルセラミクッス・デー、キャリア・

デー）では、開発状況についての

様々な講演やディスカッション、また

質疑応答がなされ、それを通して、

来場者は非常に多くの情報を得ることができた。Fraunhofer Institute ITKS 所長の Dr. 
Alexander Michaelis 氏が、セラミックスの新しい産業的使用領域に関する基調講演で、次の

ように述べた。「セラミックスは、将来多岐にわたって革新的な製品を生み出すべく非常に高

いポテンシャルをもつものである。ceramitec は、ドイツが産業と研究においてリーダー的立

場にあり、さらなる世界的な競争に対しては、既に準備万端整えていることを証明した」 
 
当見本市会場では、ceramitec と並行して、第 93 回 DKG / DGM による機能性セラミックス

シンポジウムの会議と、ドイツセラミックス協会の会員会合である VKI が開催された。これに

より、ドイツ国内に加えて国際規模のセラミックス・シーンがミュンヘンに集結したといえよう。

この特別な集いは、すべての参加者にとって非常に付加価値の高いものとなった。DKG講演

プログラムでは、主に学術的な内容のテーマが取り扱かわれた一方、ceramitec で行われた

会議プログラムは、とりわけ今日の課題に対するソリューションにフォーカスされた。 
 
次回の ceramitec は、2021 年 11 月 16 日～19 日メッセ・ミュンヘンで開催される予定だ。 
ceramitec 詳細情報はこちらまで: http://www.ceramitec.de 
 
 

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.ceramitec.de/
mailto:info@messe-muenchen.jp
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