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ファイナルレポート 
第 17 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 17 回 国際電子部品・製造機器専門見本市 
2018 年 3 月 14 日～16 日  

中国・上海新国際見本市会場 
 

2018 年 3 月 16 日 

 
 
 
Summary 
 

 23 の国と地域から 1,374 社が出展 
来場者は 77,765 人と過去最高を記録 

 展示スペースは前年比 16％増の

80,000 平米  
 electronica China： 

・業界で重要性が増すオートモーティブ・

エレクトロニクス技術を紹介 
 productronica China:： 

・SMT イノベーションポイントとデモライン

にて業界リーダーが「スマートファクト

リー」の全貌をライブで紹介 
 
Facts＆Data 

 

会 期 2018 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・ミュンヘン上海 
規 模 80,000 ㎡ （2017 年：69,000 ㎡） 
出 展 企 業 23 ヶ国から 1,374 社 （2017 年 28 ヶ国 1,230 社） 
来 場 者 総 数 77,765 人 （2017 年 68,215 人） 
主 な 出 展 品と 

出 展 技 術 
＜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＞ 
SMT、はんだ付け技術、検査・測定技術・品質保証、製造サブシステム、製造補給・

マテリアルフロー技術、プリント基板・回路基材装置製造、ケーブル加工技術、コイ

ル製品、受託製造サービス（EMS）、オーガニック/プリント・エレクトロニクス、部品

製造、各種オペレーティング機器、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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2018 年 3 月 16 日 electronica china 及び productronica China は、成功裏に幕を閉じた。展示スペー

スは昨年より 16％増となる 80,000 ㎡が使用された。見本市には、23 の国と地域から計 1,374 社（2017
年：1,230 社）が出展し、77,765 人（2017 年：68,215 人）が来場した。それぞれ昨年比 12％と 14％の増

加となり過去最高の記録を達成した。 
*  数字は electronica China と productronica China の合計を含む。 
 
【electronica China 2018】 
 
エレクトロニクス産業の次なる技術革新の波を

促す 
メッセ・ミュンヘン常務取締役のファルク・ゼン

ガーは、electronica China 2018 を次のように

高く評価している。「2002 年以来、見本市は中

国とアジア太平洋地域のビジネスチャンスを創

出し、開発を促進するハブとなっている。ここ

は、地元の顧客と出会い、新たなトレンドについ

て知識を交換し、エレクトロニクス産業における

未来の技術を共有するための場所だ」。 
また「技術革新は、電子部品やシステムの研究開発をリードしている。今年の electronica China 2018
で、よりスマートな電子製品を見ることができる。こうした製品の開発や応用が成功すれば、産業技術と生

活の質に大きな影響を与えるだろう」とメッセ・ミュンヘン上海 CEO のエドウィン・タンは語った。 
 
技術が進歩するにつれ、あらゆるものがセンサーを介して接続されるという新しい時代が到来している。

消費、通信、運輸、医療、医療、製造などの分野でスマート情報技術を応用することは、私たちの日常生

活に革命的変化をもたらしてくれる。electronica China 2018 は、「bring the future to the world（世界に

未来を）」というコンセプトのもと、コネクテッド・ビークル（つながる車）、IoT（モノのインターネット）、インダ

ストリー4.0、AI、5G、家電製品に用いられる最先端の電子部品とシステムを発表した。 
 
自動車エレクトロニクスの未来を読み解く Automotive Day 2018 
自動車技術は急速に発展している。最近の車に使用される電子部品やシステムは大きな飛躍を遂げてい

る。この成果に応えるため、第 2 回目となる会議プログラム Automotive Day 2018 が見本市と並行して

開催された。主要自動車エレクトロニクス企業、主要な OEM および自動車研究機関から大きな支持を得

たて、今年は 800 人以上が参加した。Bosch 社、STMicroelectronics 社、Qualcomm 社、ソニー㈱、㈱

東芝、Micron 社、三菱電機㈱、 Avnet 社など主要市場関係企業の技術者たちにより、新エネルギー車、

自律走行車、コネクテッド・ビークル、車載電子装置における最新のアプリケーションとトレンドについて徹

底的な話し合いが持たれた。さらに、「International EV Innovation Development Forum（国際 EV イノ

ベーション開発フォーラム）」と「China 
International Automotive Innovative 
Technology Conference（中国国際自動車イノ

ベーション技術会議）」においても、「Automotive 
Day」の話題が大きく取り上げられた。そして、

Micron 社、ルネサスエレクトロニクス㈱、Silicon 
Labs 社、富士通㈱、Rosenberg 社などの大手自

動車エレクトロニクス企業の間で、高性能ストレー

ジ、インダクションモータ、コネクタ、先進運転支援

システム（ADAS）、LIDAR におけるソリューション

と成功事例が共有された。 
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つながった世界を創る IoT 
近年、伝統的な産業は IoT（モノのインターネッ

ト）のおかげで大きな変化を遂げている。IoT は

今後 10 年間、世界中で約 1,000 億ドル以上

の取引を生み出すと予想されている。つまり、

電子部品やシステムは、IoT 技術の開発にお

いて重要な役割を果たしているといえる。

electronica China 2018 では、ルネサス エレク

トロニクス㈱、ローム㈱、STMicroelectronics
社、Bosch 社、およびそのほかの大手企業が、

IoT 用の先端チップ、センサー、組み込みシス

テムを展示した。「international Embedded 
Systems Innovation Forum（国際埋め込みシ

ステムイノベーションフォーラム）」と「Sensors and IoT Innovation Applications Seminar（センサーおよ

び IoT イノベーション応用セミナー）」では、IoT 技術の新領域を探るべく、小売業だけでなく自動車や産業

分野の応用にも焦点が当てられた。 
 
対話型 AI システムの知識を深める 
2018 年は人工知能が引き続き注目されている。electronica  China 2018 では、バーチャルダッシュボー

ド、音声認識からジェスチャー、顔認識にわたって、チップ、MEMS、センサーの最新製品、技術が主要企

業から発表された。 
 
フォーラムを通じ、業界発展の見通しを共有 
見本市では、「International Power Electronics Innovation Forum（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）」、「International Medical Electronics Innovation Forum（国際医療エレクトロニクスイ

ノベーションフォーラム）」、「International Connector Innovation Forum（国際コネクタイノベーション

フォーラム）」など一連の関連プログラムが並行して開催される。一流の専門家、企業代表者、サプライ

ヤ、技術サービス提供者が、スマートグリッド、ウェアラブル機器、医療機器、5G 技術の開発に関するア

イデアを共有した。 
 
 
【productronica China 2018】 
 
「スマートファクトリー」の新たな章が始まる 
メッセ・ミュンヘン専務取締役のファルク・ゼンガーは、productronica China 2018 を次のように高く評価し

ている。「同見本市は、エレクトロニクス製造業界の最重要プラットフォームとなっている。ここで中国の顧

客と出会い、新しい機器や技術のアイデアを共有することができる。出展社数と来場者数は過去最高を記

録した」。 
情報技術がますます向上し、適用されることが増えるにつれて、製造業界はさらにインテリジェントでコネ

クテッドになりつつある。これに対応して、

productronica China 2018 は、グローバルなイ

ノベーション、コンセプト、技術を集め、中国のエ

レクトロニクスメーカーが従来の自動処理から、

インターネットで接続されたフレキシブルなシス

テムに移り変わる「スマートファクトリー」の運営

を支援している。  
 
世界的技術が中国市場向けのスマートファクト

リーラインをカスタマイズ 
近年、中国政府は伝統的製造技術の向上を目

的としたスマート製造を促進する政策を承認し
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た。 「スマートファクトリー」は製造業の将来像でありつつも、エレクトロニクス製造業界は既にそのための

第一歩を踏み出している。 
 

メッセ・ミュンヘン上海の CEO エドウィン・タンは「中

国のスマート製造」について議論するなかで、「中国

経済の新たな原動力は製造業にあり、エレクトロニク

ス業界は特に先進技術に依存している。 さらに、

productronica China 2018 では、「中国におけるス

マート製造」が展示の半分以上を占めている」と述べ

た。多くの国際企業が中国での競争力を高めるため

に、中国での生産を増やし、最新の技術と製品を展

示している。 
 
productronica China 2018 のハイライトとして、今年

の SMT イノベーションポイントとデモラインでは、

SMT ライン全体を展示するだけでなく、スマートなエレクトロニクス組み立ての完全なソリューションを業界

全体に提供した。productronica China は、Europlacer 社、Speedprint 社、BTU 社、Koh Young 社、オ

ムロン㈱などのインテグレータと共同で、材料保管から製造ラインまでの生産プロセスチェーン全体を初

めて展示した。さらに、MES（製造実行システム）およびスマート倉庫、スマート S MT ライン、インテリジェ

ント物流ロボット、スマートワークステーション、および労働者とのコラボレーションに関するライブデモンス

トレーションも行った。ASM 社の印刷ソリューション部門(DEK)と実装ソリューション部門(SIPLACE)は、

Rehm 社とオムロン㈱と協力し、スマートフォンと自動車エレクトロニクスの組立てラインを展示した。ま

た、富士機械製造㈱、ヤマハ発動機㈱、パナソニック㈱、JUKI㈱、Mycronic 社、Kurtz Ersa 社、YXLON
社などの主要 SMT プレーヤーが主力となるマシン製品を展示した。 
 
スマート物流と倉庫： 「スマートファクトリー」への鍵となるステップ 
ロボット、スマート物流、倉庫は、そのほかのオートメーション技術とともにエレクトロニクス製造業界の自

動化とスマート化を助け、「スマートファクトリー」に向けた必要なステップとなっている。 
productronica China 2018 は、エレクトロニクス製造業界向けのワンストップソリューションを提供し、業

界からの来場者と「スマートファクトリー」のコンセプトを共有した。最新の産業用ロボットとモーションコント

ロール技術を備えた最大の自動電子機器製造ゾーンの一つには、ファナック㈱、川崎重工業㈱、㈱不二

越、FESTO 社、UNIVERSAL ROBOTS 社、などの大手ロボットおよびオートメーションソリューション提

供企業が名を連ねた。 
 
革新的な「スマートファクトリー」技術を反映した新製品 
複数の大手企業は、productronica China  2018 にて、中国市場初となる最新の製品を展示した。ワイ

ヤーハーネス最大手の Schleuniger 社は、マイクロ同軸ケーブル、同軸ケーブル、単芯ケーブルを処理

する独自の完全自動機械：CoaxCenter 6000 を展示した。Europlacer 社は、アジア初となる Atom 3 プ

ラットフォームを展示。世界をリードするディスペンサー企業のノードソン EFD 社は、新しい Liquidyn® P-
JetSolderPlus®ジェッティングシステムを紹介し

た。 
 
高品質の技術フォーラムでは一流の専門家が

知識を共有 
見本市と並行して、一連の技術フォーラム、コン

テスト、ライブデモンストレーションが行われた。

「China Electronics Manufacturing Innovation 
Forum （中国エレクトロニクス製造イノベーショ

ンフォーラム）では、「スマートファクトリー」を軸

に、業界に合ったソリューションと技術を提案

し、生産をより自動で競争力のあるものにする

ためにエレクトロニクス製造とオートメーション分
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野における一流の専門家と企業を招いた。一方、International Adhesive Technology Innovation 
Forum（国際接着技術イノベーションフォーラム）は、中国の接着剤と調剤機器に焦点を絞った数少ない

技術会議のひとつだ。著名なスピーカーと新たなトレンドを生むトピックが、大観衆をひきつけた。 
International Wire Harness Advanced Manufacturing Innovation Forum（国際ワイヤーハーネス先進

製造革新フォーラム）では、新エネルギー車のワイヤーハーネスとスマートな検査ソリューションに焦点が

当てられた。Flexible & Printed Electronics Forum（フレキシブル＆プリントエレクトロニクスフォーラム）

でも、一流の専門家を招き、プリンテッド・エレクトロニクスにおける最新の調査結果を紹介した。また、 
Electronics Manufacturing Competition（エレクトロニクス製造コンテスト）では複数のチームが競い合っ

た。彼らのソリューションは、加工、エンジニアリング、直行率、効率と生産能力の優位性に従って、その場

で評価された。 
 
 
次回の electronica China, productronica China は 2019 年 3 月 20 日～22 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 2018 主な日系出展社（50 音順） 

 
アポロ精工㈱、アルプス電気㈱、イサハヤ電子㈱、エイブリック㈱、オムロン㈱、加賀電子㈱、鐘通㈱、川

崎重工業㈱、京セラ㈱、江東電気㈱、コーセル㈱、コーデンシ㈱、㈱サンエイテック、サンエツ金属㈱、㈱

シマデン、信越化学工業㈱、新明和工業㈱、第一実業㈱、第一精工㈱、太陽誘電㈱、㈱チップワンストッ

プ、TDK㈱、デンカ㈱、㈱東京ウエルズ、㈱東芝、NKE㈱、㈱ナックコーポレーション、鍋屋バイテック㈱、

ニチコン㈱、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㈱、白

光㈱、パナソニック㈱、㈱原田伸銅所、ヒロセ電機㈱、富士機械製造㈱、㈱不二越、冨士端子工業㈱、富

士通㈱、㈱ファインパーツ、ファナック㈱、㈱ミスミ、武蔵エンジニアリング㈱、ヤマハ発動機㈱、横河電

機㈱、リコー電子デバイス㈱、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/

