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 本格再始動！ドイツのテックイベント2022 
 3年ぶり、フルスケールのリアル開催も 

 Photo credit : @ 2022 CROSSBIE JAPAN 
 5⽉30⽇〜6⽉２⽇に開催された産業⾒本市「HANNOVER MESSE（ハノーバーメッセ）2022」は、欧州諸国のみ 
 ならず北中南⽶、アジアなど世界60か国から出展企業2,500社、来場者7万5000⼈を集めた。 

 Introduction 

 世界でも有数の⾒本市・展⽰会開催地として知られるドイツには、各業界で世界をリードする 
 技術や情報、⼈が集まる。年間約18万社にのぼる出展企業の約６割がドイツ国外企業（うち3 
 分の1がヨーロッパ域外諸国の企業）、約1,000万⼈の来場者のうち約３割が海外からの訪問者 
 だ  (*1)  。欧州のみならず世界の市場開拓への⾨⼾となるドイツの⾒本市への参加は、海外進出を 
 ⽬指す⽇本企業にとっても⾼い効果を期待できる、魅⼒的なビジネスチャンスといえる。 

 JETRO Global Acceleration Hub Report : Berlin 



 ドイツでは2022年春から新型コロナウィルス感染症に関連する規制がすべて撤廃され、6⽉11 
 ⽇からはワクチン接種証明書の提⽰などの⼊国制限も解除された  (*2)  。これに伴い、国際的なイ 
 ベントのリアル開催が活発化し、国内外から多くの業界関係者が訪れている。欧州最⼤規模の 
 展⽰会「  HANNOVER MESSE  （ハノーバー）」や欧州のエネルギー業界最⼤のプラットフォー 
 ム「  THE SMARTER E EUROPE  （ミュンヘン）」など、5・６⽉にはすでに80以上のイベ  ン 
 トがドイツで開催された。今後も年内に約200のイベントの開催が予定されている。 

 本レポートでは、2022年にドイツで開催予定の主要テック・イベントを紹介する。引き続きハ 
 イブリッドで開催されるイベントや、開催後のコミュニティ運営に注⼒しているイベントな 
 ど、多様なニーズに対応すべく主催者側も⼯夫を凝らしているので、詳細は是⾮、各ウェブサ 
 イトで確認していただきたい。また現地参加を検討する際には、新型コロナウイルス感染症以 
 外にも国際情勢など海外渡航への不安材料はあるため、⽇本帰国時の検疫措置をはじめとした 
 最新情報の収集と確認が必要だ。 

 *1) Global Exhibitions Day: Powerful Return of the German Trade Fair Industry - AUMA 
 https://www.auma.de/en/media/reports/press-2022-09 

 *2) 新型コロナウイルス感染症に伴う⼊国制限とビザ申請について - ドイツ外務省 
 https://japan.diplo.de/ja-ja/aktuelles/-/2479824 

 *2) No COVID-19 Entry Restrictions for Trade Fair Participants - AUMA 
 https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements 

 Digital Demo Day 

 ●  会期：2022年8⽉18⽇ 
 ●  開催地：デュッセルドルフ 
 ●  ウェブサイト:  https://digitaldemoday.de/ 

 キーワード：  メタバース、VR/AR、デジタルツイン、Web3、NFT、暗号通貨、インダストリー4.0  、ディープテッ 
 ク、AI、量⼦コンピューティング、分散化、グリーンテック、コンストラクションテック、グリーンモビリティ、 
 サステナブルファッション 

 ドイツ全16州の中で最⼤の⼈⼝と経済規模を持つノルトライン・ウェストファーレン（NRW 
 ）州の州都・デュッセルドルフで開催される重要テック・スタートアップ・イベント。カン 
 ファレンス、ワークショップ、ピッチバトル、⼤企業とのマッチングなど、ドイツ国内外の有 
 ⼒なテック系スタートアップとつながる機会を得ることができる。2022年は「メタバース」 
 「サステナビリティ」「ハイテクNRW」の３つをテーマに、さまざまなプログラムを展開す 
 る。 
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 DATA NATIVES 2022 

 ●  会期：2022年8⽉31⽇〜9⽉2⽇ 
 ●  開催地：ベルリン 
 ●  ウェブサイト:  https://datanatives.io/ 

 キーワード：  データサイエンス、AI、機械学習、ブロックチェーン、Web3、DeFi、Python、NLP 

 ヨーロッパ最⼤のデータ・サイエンスとAIのイベント。機械学習エンジニアやデータ・サイエ 
 ンティストら、データドリブンな専⾨家やコミュニティ・メンバーが⼀堂に会し、パネルディ 
 スカッション、ワークショップ、マッチメイキング、ジョブフェア、ハッカソンなどを開催す 
 る。 

 IFA 2022 / 国際コンシューマ・エレクトロニクス展 

 ●  会期：2022年9⽉２〜6⽇ 
 ●  開催地：ベルリン 
 ●  ウェブサイト:  https://b2b.ifa-berlin.com/ 
 ●  ⽇本語ウェブサイト：  https://www.phileweb.com/ifa/ 

 キーワード：  コンシューマ・エレクトロニクス、ホーム・アプライアンス、ホーム・エンターテイメント、オー  ディ 
 オ・エンターテインメント、メディア、コミュニケーション、グローバルマーケット 

 ⽶国の「CES」と並ぶ規模の、世界最⼤級の⼀般消費者向け家電⾒本市。世界中から家電メー 
 カーが集い最新の製品を発表する場としても毎年注⽬を集め、出展企業は千数百、来場する業 
 界関係者は10万⼈規模にのぼる。2022年は3年ぶりに会場をフルスケールに活⽤したリアル開 
 催を⾏うと発表した。 

 関連するパートナーイベントとして、スタートアップを集めた展⽰エリア「  IFA NEXT  」、マ 
 グナム・フォトと共催でデジタルイメージングの最新動向を紹介する「  BERLIN PHOTO 
 WEEK  」、モビリティのトレンドを集めた「  SHIFT Mobility  」もベルリン市内の会場で同時期 
 に開催される。 
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 PIRATE Summit 

 ●  会期：2022年9⽉６、７⽇ 
 ●  開催地：ケルン 
 ●  ウェブサイト:  https://piratesummit.com/ 

 キーワード：  起業家、投資家、ネットワーキング 

 起業家、投資家、企業、サービスプロバイダー、教育機関関係者らに出会いの場を提供するカ 
 ンファレンス。チケット購⼊申し込み後、審査を経て承認された⼈のみが参加できる。 

 DappCon 2022 

 ●  会期：2022年9⽉12〜14⽇ 
 ●  開催地：ベルリン 
 ●  ウェブサイト:  https://www.dappcon.io/ 

 キーワード：  Dapp、ブロックチェーン、イーサリウム、グノーシス、分散型予測市場、ユニバーサル・ベー  シック 
 インカム 

 Dapp（Decentralized applications：分散型アプリケーション）はブロックチェーン上でプロ 
 グラム（スマートコントラクト）を動作させる仕組みを応⽤したサービスやゲームを提供する 
 アプリの総称。仮想空間の所有権や著作権を明確にしたり、社会全体の資源を最適化する 
 「シェアリングエコノミー」の概念の具体的な解決策となりうる可能性を秘めている。 

 DappConではパネルディスカッションやワークショップなどを通じて、さまざまなガバナンス 
 の仕組みやブロックチェーン技術が提⽰する分散型社会への展望など、開発者同⼠が理解を深 
 める機会を提供する。 
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 AsiaBerlin Summit 2022 

 ●  会期：2022年9⽉12〜16⽇ 
 ●  開催地：ベルリン 
 ●  ウェブサイト:  https://asia.berlin/summit/ 
 ●  プログラム：  https://asia.berlin/program/ 

 キーワード：  スタートアップ、投資家、企業、エコシステム、ネットワーキング、SDGs、NFT、メタバー  ス 

 ベルリン州経済エネルギー公共企業局が主催する国際サミット。アジア圏内の拠点都市から投 
 資家やスタートアップ、エコシステムビルダーらが集い、活発な商談やネットワーキングが⾏ 
 われるビジネスイベント。2022年はSDGsを主要テーマにアジア各地の取り組みや最新動向を 
 紹介するほか、来場者同⼠の交流を促すガイドツアーや、視聴者を飽きさせないオンライン配 
 信など、より充実したプログラムを実施する。 

 @ Stefan Wieland 

 Industry of Things World 

 ●  会期：2022年9⽉18〜20⽇ 
 ●  開催地：ベルリン 
 ●  ウェブサイト:  https://www.industryofthingsworld.com/ 

 キーワード：  IIoT、インダストリー4.0、AR/VR、カーボンニュートラル、データ管理、エッジ、ク  ラウド、量⼦コ 
 ンピューティング、センサノード、予知保全、デジタルツイン、セキュリティ 

 ヨーロッパの⼤⼿製造企業から450⼈以上のトップエキスパートが集うIIoT（インダストリア 
 ルIoT）イベント。最新の技術動向や事例など、スケーラブルで安全かつ効率的なIIoT実装の 
 ための技術戦略を評価・議論する。 
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 DMEXCO 2022 

 ●  会期：2022年9⽉21、22⽇ 
 ●  開催地：ケルン 
 ●  ウェブサイト:  https://dmexco.com/expo/ 

 キーワード：  デジタルマーケティング、デジタルビジネス、アドテック、イノベーション 

 ヨーロッパ最⼤規模のデジタルマーケティングカンファレンスとして知られる「DMEXCO（ 
 Digital Marketing Exposition ＆ Conference）」。⾰新的なデジタルマーケティング戦略や 
 最先端のテクノロジーに関する展⽰や基調講演が⾏われるほか、業界でDXを先導してきたリー 
 ダーやエグゼクティブ、マーケティングやメディアの専⾨家らが繋がる機会を提供する。 

 Bits & Pretzels 

 ●  会期：2022年9⽉25〜27⽇ 
 ●  開催地：ミュンヘン 
 ●  ウェブサイト:  https://www.bitsandpretzels.com/ 

 キーワード：  創業者、スタートアップ、投資家、エコシステム、ネットワーキング 

 オクトーバーフェストの時期に創業者・起業家の朝⾷会として始まったイベントが、  現在では 
 ヨーロッパを代表するファウンダーの祭典へと発展した。国内外から創業者や投資家、スター 
 トアップ・エコシステムに所属する⼈々が集結し、互いにインスピレーションを与え、ネット 
 ワークを構築する3⽇間のイベント。過去にはオバマ元⽶⼤統領、ヴァージン・グループ創設 
 者リチャード・ブランソン、⼥優で実業家のジェシカ・アルバなど多くの世界のリーダーたち 
 をスタートアップのエコシステムと結びつけている。 

 Mediatech Hub conference 

 ●  会期：2022年9⽉28、29⽇ 
 ●  開催地：ポツダム 
 ●  ウェブサイト:  https://www.mth-conference.de/ 

 キーワード：  メディアテクノロジー、B2B、脱炭素、メタバース、NFT、VR、サステナビリティ、クラウ  ド 

 メディアテクノロジーに特化したドイツで唯⼀のB2Bイベント。デジタル領域における映像・ 
 ⾳声関連技術やビジネスを網羅し、最新のトピックを2⽇間に渡って紹介する。幅広い業界か 
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 ら専⾨家を集め、エンターテインメントとビジネスの両⽂脈におけるメディアテクノロジーの 
 可能性、ベストプラクティス、課題を探求する。 

 SMX Advanced 2022 

 ●  会期：2022年9⽉29、30⽇ 
 ●  開催地：ベルリン 
 ●  ウェブサイト:  https://smxadvanced.eu/ 

 キーワード：  SEO、PPC、デジタルマーケティング 

 検索マーケティングの専⾨家が世界中から集結し、⾼度なSEOとPPC戦術を学ぶイベント。 

 ・SEO（Search Engine Optimization）：検索エンジン最適化、検索結果で⾃社サイトを多く露出をするために⾏ 
 う対策 
 ・PPC（Pay Per Click）：クリックされるごとに課⾦される形式の広告 

 IT-SA EXPO&CONGRESS 

 ●  会期：2022年10⽉25〜27⽇ 
 ●  開催地：ニュルンベルグ 
 ●  ウェブサイト:  https://www.itsa365.de/en/actions-events/events 

 キーワード：  ITセキュリティ、インダストリー4.0 

 ヨーロッパを代表するITセキュリティの⾒本市。最新事例の紹介や専⾨家による講演など、IT 
 セキュリティ市場全体のトレンドバロメーターとして、また同領域のソリューションを提供す 
 る重要なプラットフォームのひとつとして知られる。 
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 MEDICA 

 ●  会期：2022年11⽉14〜17⽇ 
 ●  開催地：デュッセルドルフ 
 ●  ウェブサイト:  https://www.medica.de/ 
 ●  ⽇本語ウェブサイト：  https://medica.messe-dus.co.jp/ 

 キーワード：  医療機器、医療技術、ラボ技術、理学療法、福祉機器 

 世界最⼤規模の医療機器・技術専⾨⾒本市。医療機器の完成品をはじめ、医療IT、消耗品、福 
 祉機器や書籍等を扱う。出展者約5,000社、来場者10万⼈以上、⽇本からも例年多くの出展が 
 ⾒られる。医療機器製造にかかる関連技術や部品材料を扱う「COMPAMED」も同時開催。 

 electronica 2022 

 ●  会期：2022年11⽉15〜18⽇ 
 ●  開催地：ミュンヘン 
 ●  ウェブサイト:  https://electronica.de/en/ 
 ●  ⽇本語ウェブサイト：  https://www.messe-muenchen.jp/expo/2022/electronica/01.php 

 キーワード：  オートモーティブ、産業⽤エレクトロニクス、エンベデッド、ワイヤレス、医療⽤エレクトロニク  ス、 
 MEM 

 電⼦部品・製造機器関連の総合⾒本市。電⼦部品・製造機器・光技術からパワーエレクトロニ 
 クス、セミコンダクター、電⼦基盤・回路関連分野まで、エレクトロニクス業界全体の技術、 
 製品、ソリューションを網羅する、業界屈指かつヨーロッパ最⼤のリーディングメッセ。 

 参照リンク 

 ドイツの⾒本市・展⽰会 | 世界の⾒本市データベース（J-messe) - ジェトロ 
 （⽇本語）  https://www.jetro.go.jp/j-messe/country/europe/de/ 
 （英語）  https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/country/europe/de/ 

 ⽔際対策に係る新たな措置について｜厚⽣労働省 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 
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