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AUTOMATICA 2018 
ファイナルレポート 

国際オートメーション・メカトロニクス専門見本市 
2018 年 6 月 19 日～22 日 
ドイツ・ミュンヘン見本市会場 

2018 年 6 月 22 日 
AUTOMATICA 2018 各記録を全て更新 
 
 
 
 
 
Summary 
 

 出展企業数、来場者数、展示面積の

各々の記録を更新 
 グローバル化の進展 
 明確な Workplace 4.0 
 
 
Facts＆Data 
 

会 期 2016 年 6 月 19 日（火）～22 日（金） 9 時～17 時 
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) 
後 援 ドイツ機械工業連盟（VDMA） ロボット・オートメーション工業会 
規 模 66,000 ㎡  
出 展 企 業 数  890 社 （2016 年度 47 か国から 833 社） 
来 場 者 数 約 46,000 人 （2016 年度 100 か国から 43,052 人） 
主 な 出 展 品 組立・操作技術、ロボット、マシンビジョン、ポジショニングシステム、駆動技術、セン

サー技術、制御システム技術、安全技術、サプライ技術、ソフトウェア、サービス、研

究・技術開発等 
併催プログラム フォーラム：automatica Forum、IT2Industry Forum、Investors’ Day 

デモパーク、Industry 4.0 スペシャルショー、 
サービス ロボティクス デモンストレーションエリア& ショー、 
会議：AUTOMOBIL PRODUKTION Congress、ISR robotics conference、OPC Day 
Europe ほか 

同時開催メッセ The smarter E EUROPE 2018 
出展日本企業 
（現法出展など含む） 

㈱アイエイアイ、iREX 国際ロボット展（（一社）日本ロボット工業会/日刊工業新聞社）、（公

財）大田区産業振興協会、オムロン㈱、ORiN 協議会、川崎重工業㈱、カワダロボティク

ス㈱、㈱キーエンス、キヤノン㈱、㈱キョクトー、志村精機製作所㈱、㈱信栄テクノ、住友重

機械工業㈱、セイコーエプソン㈱、㈱デンソー、THK㈱、㈱TSS、東芝機械㈱、ナブテス

コ㈱、㈱ニコン、日本トムソン㈱、パナソニック㈱、㈱日立ハイテクノロジーズ、平田機工㈱、

ファナック㈱、㈱不二越、三菱電機㈱、武蔵エンジニアリング㈱、㈱モリテックス、㈱安川電

機、ヤマハ発動機㈱ ほか 
専 用 U R L www.automatica-munich.com （英語、ドイツ語） 
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6 月 19 日から 22 日にかけて開催された automatica 2018 は、4 万 6 千人以上の来場者（前年比 7％
増）、890 の出展企業（7％増）という新たな記録を打ち立てた。メッセ・ミュンヘンの常務取締役であるファ

ルク・ゼンガーは次のように述べた。「automatica は将来の課題となるヒューマン・ロボット・コラボレー

ション、製造過程におけるデジタルトランスフォーメーション、サービスロボットについて取り上げた。ここ

ミュンヘンにおいてオートメーションやロボティックスの歴史が作られていくこととなる」 ゼンガーにとって特

に印象深かったのは、この見本市のグローバル化である。「国外からの来場者が 20％増となった。このこ

とから、automatica は世界規模でより重要な見本市となっていることが分かる」と続けた。 
 
ドイツ機械工業連盟（VDMA）ロボティクス＋

オートメーションの会長で、またドイツ

VITRONIC 社社長の Dr. Norbert Stein 氏は

見本市のコンセプトに共感し、次のように述べ

た。「automatica は再び様々な標準を打ち立

てた。この見本市はオートメーションの未来像

を示し、最高レベルのオリエンテーション情報

を提供している。来場者は質・量共に最高で

ある」 
 
ABB Robotics 社社長の Per Vegard 
Nerseth 氏は、自社における automatica の

重要性について次のように語った。「automatica は、ロボティックスとオートメーションの業界にとって、最

も重要な見本市である。それゆえ、我々がここミュンヘンに居るのである」 
 
ネットワーク化された製品は今日既に現実のものである 
新たに生み出される製品とそのコンセプトは、見本市ポートフォリオを向上させている。新たな利用分野を

堀起こすため、製造過程における目的に沿った形のデジタル化、容易なオペレーティング、更なるフレキ

シブリティーをモットーにしている。 
 
Siemens AG 社 ビジネス・ユニット・ファクトリー・オートメーションの CEO である Ralf-Michael Franke 氏

は、自社製品の見本市初出展に際し、次のように語った。「弊社におけるデジタルエンタープライズ・ポート

フォリオは automatica のモットーである『Optimize your Production（製品の最適化）』にぴったりと当て

はまる。当社は、それを見据えて、各バリューチェーンの統合とデジタル化が可能なソフトウエアとハード

ウエアの一貫したソリューションを提供している。したがって、それを利用することにより、誰もがインダスト

リー4.0 の利点を享受することができる」 
 
KUKA AG 社のマーケティング最高責任者である Wilfried Eberhardt 氏はネットワーク化された製品世界

にとって、見本市は大きな強みを活かせる場とみており、次のように語った。「IoT（モノのインターネット）

は、テーマ自体、インテリジェント・オートメーションの一環である。automatica は、ここに標準を合わせた

世界で唯一の見本市である。そのため、この見本市はイノベーションにとってとても重要な存在となってい

る。業界関係の来場者は、この見本市で今後

の動向を知ることができる」 
 
ハイライトは IT2Industry 
新規出展企業、専門講演、実演により「IT」とい

うテーマは見本市でのハイライトとなった。

IT2Industry では 64 社の IT 関連企業がプレ

ゼンテーションを行った。ドイツ connyun 社

CEO である Dr. Christian Schlögel 氏は次の

ように述べた。「automatica 2018 を通して、デ

ジタルトランスフォーメーションを実現するため

に、企業にとってどのような技術的可能性が企
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業側あるのかということが分かった。インダストリアル IoT がどのように発展していくのか、同 IoT にはど

んなポテンシャルがあるのかということを学ぶことができ、有意義であった」 
 
機器が話す共通言語 
未来への成長の大きな推進力となるのは、機器間の相互接続性である。そのためコミュニケーション・イン

ターフェースの標準化は重要である。31 社が参加したドイツ機械工業連盟（VDMA）ロボティクス＋オート

メーションの OPC UA（OPC Unified Architecture）実演において、業界参入者間の協業の重要性につい

て強調された。ドイツ機械工業連盟（VDMA）OPC Vision Initiative 会長である Dr. Horst Heinol-
Heikkinen 氏は次のように語った。「相互運用性は、インダストリー4.0 のネットワーク化された世界におい

て、当社製品を差別化するための鍵である。OPC UA は未来のインテリジェントファクトリーにおいて、機

器に共通言語で交信させるために策定された標準規格である」 
 
「コラボレーション」が主なテーマ 
コラボレーション・ロボットは急速なテンポで市

場を占拠し、オートメーション化の可能性を限

りなく広げている。センサーから始まり、コボッ

ト(協働ロボット)、そして完成設備に至るまで、

人と機器との間の直接的相互作用は、広範囲

に取り入れられている。 
 
学術界と産業界間との緊密な協業は技術的な

発展に大いに貢献している。ミュンヘン見本市

はそのための国際的なミーティングポイントと

しての役割を果たしている。スタンフォード大

学の Oussama Khatib 教授は次のように語った。「automatica は、ロボティックス分野において、アプリ

ケーションへの新たな扉を広く開けた。コラボレーション・ロボットは実用に供されている。これは、研究機

関と産業界との効果的な協業とテクノロジートランスファーの成果の証だ」 
 
スマートファクトリーにおけるヒト 
未来の社会では、人々はどのように働くのか？という見本市を超えた問いがある。特別展示「スマートファ

クトリーにおけるヒト」において、ドイツ機械工業連盟（VDMA）ロボティクス＋オートメーションは work 
world 4.0 を現実のものとした。手作業による組立をサポートするデジタルアシスタント、オーグメンティド・

リアリティー、ジェスチャー制御、パワーアシストスーツはヒトと機器との意思疎通を容易にしている。ドイツ

機械工業連盟（VDMA）ロボティクス＋オートメーション会長である Patrick Schwarzkopf 氏は次のように

語った。「仕事はより魅力的かつ人間工学的になる。ヒトと機器のそれぞれの強みが相補的に活かされる

ことが重要だ！それにより、より良い労働環境を作る大きなチャンスへとつながる。このテーマを扱う見本

市は automatica 以外に存在しない」 
 
次に来るのは‐人工知能（AI） 
人工知能（AI）は、次に来る技術的躍進テー

マである。このテーマに関する数々の講演を

行うことで、automatica は関連する専門知

識を伝えてきた。AI に基づいたデータ分析

が、産業の成長を大きく促すことに貢献して

いる。学際的な討論が、ここでは重要だ。
IBM Sale & Distribution, Software Sales
のテクニカル・エグゼクティブ Watsson loT 
Europe の Ralf Bucksch 氏は次のように述

べた。「ビジネスポテンシャルを有効に活用

するためには、将来的にオートメーションベ

ンダーと IT ベンダーが、AI 専門家とより密

に協業することが不可欠である」 
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スタートアップ企業と若手への助成 
スタートアップ・アリーナでは、世界中から集まった 23 人の若手企業家がプレゼンテーションを行った。こ

うしたイベントの開催によって、automatica は、この業界の情報交換に一役を買い、若手企業家を成功に

導く考えだ。 
 
メイカソン（Makeathon）、インテグレーション・

アイランド、エスケープ・ゲームという形態は目

標を持った若者たちを引き付けた。120 人を

超えるメイカソン（Makeathon）への参加者と

200 人の生徒達がこの業界に新風を吹き込

んだ。メッセ・ミュンヘン常務取締役のゼン

ガーは、そのことを重視し、次のように語った。

「技能者不足は、残念ながら、産業界の、とり

わけ中規模組織における日々の現実である。

この問題に対峙するため、我々は若手助成の

ための活動をより強化する予定だ」 
 
来場者と出展企業数にみる好成績 
この業界におけるポジティブな雰囲気は至る所で感じ取ることができた。出展企業の 96％、来場者の

98％が、今回の見本市を、最高に良い～良いと評価した。automatica は具体的な投資を実現するため

のビジネスプラットフォームであると 97％の来場者が回答している。 
 
 
 
次回の AUTOMATICA は 2020 年 6 月 16 日～19 日に、ドイツ・ミュンヘンにて開催される。 
 
詳細情報ならびに写真は、専用ホームページ www.automatica-munich.com で入手できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 
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