日本能率協会は、2015 年４月 1 日より、ドイツ・ハノーバーに世界最大の国際展示会会場を保有するドイツメッセ株式会社の
日本におけるセールスパートナーとして、同社が主催する国際展示会への日本企業の出展・来場誘致を行っています。
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世界最大級 B to B IT 関連専門展示会
セビット

「CeBIT 2016（国際情報通信技術見本市）」
ドローンがテーマの「DRONEMASTERS Summit@CeBIT」他、みどころ情報
～2016 年 3 月 14 日（月）～18 日（金）、ドイツ・ハノーバー～
世界最大級 B to B の IT 関連専門展示会「CeBIT」
。IoT、ビッグデータ、クラウド、セキュリティなど
IT ビジネス分野で世界 70 カ国から 3,300 社が出展し、世界市場に影響力をもつ展示会です。
（主催：ドイ
ツメッセ株式会社／ドイツ・ハノーバー）
今回は、初のイベントとなる「DRONEMASTERS Summit@CeBIT」をはじめ、CeBIT 2016 のみどこ
ろお伝えします。

トピック１：初開催！「DRONEMASTERS Summit@CeBIT」
トピック２：みどころ満載！CeBIT 注目企画
「CeBIT Global Conferences」
「SCALE 11 」
「Developer World」
「IoT SOLUTIONS」
「Communication & Networks」
「DatacenterDynamics」
「 Business Security」他
※各トピックの詳細は、次ページ以降をご覧ください。

CeBIT 2016（セビット／国際情報通信見本市）
開催期間：2016 年 3 月 14 日（月）～18 日（金）
会
場：ドイツ・ハノーバー国際見本市会場
催：ドイツメッセ株式会社
主
出展テーマ： ・デジタルビジネス・ソリューション ・ビジネスプロセス・アプリケーション
・ECM、インプット／アウトプットソリューション ・IoT （モノのインターネット）
・リサーチ＆イノベーション ・データセンターダイナミクス ・ビジネスセキュリティ
・コミュニケーション＆ネットワーク
入場料
：CeBIT 2016 5 日間通し券 1 枚／55 ユーロ、他
※CeBIT 公式ホームページで各種入場券を販売中です。
【本件に関するお問い合せ】一般社団法人日本能率協会 ドイツメッセ日本代表部
担当：竹生（たけお）、高間（たかま）〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL： 03-3434-6447 ／ FAX： 03-3434-8076 ／ E-Mail: DMS@jma.or.jp
※取材のお問い合せは、広報室（TEL：03-3434-8620、担当：斎藤）へお願いいたします
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1. 初開催！「DRONEMASTERS Summit@CeBIT」
（ホール 16）
無人航空機（「ドローン」）は、ロジスティクス、農業、公共サ
ービス、セキュリティ部門などにおいて、新たなビジネスモデ
ルを数多く創出しています。
CeBIT 2016 では、ドローン市場の革新的な技術概念や商
用ドローンのビジネスモデルに焦点をあてた新企画
「DRONEMAS TERS Summit@CeBIT」を初開催。（ベルリ
ンを本拠とする laf.li digital GmbH と共同開催）会場となるホ
ール 16 では飛行デモ、展示、カンファレンスが行われます。

会場イメージ

◆カンファレンス～国内外から業界をリードするドローン関連メーカーの経営者・エンジニアが講演～
[主な講演者]
・ルーカス・リーデ氏
（米国・カリフォルニア州サンノゼの Skycart Drone Delivery Solutions CEO 兼創設者）
・クリスチャン・ヤンケ氏
（European Aviation Security Center の開発エンジニア）
・イェルク・ランプレヒト氏
（ドイツのカッセルに本拠を置くドローン検知システムのメーカーである Dedrone の共同創設者）
・ロバート・ライヒェルト氏
（ドイツのレムシャイトに本拠を置く「フルサービスドローンプロバイダー」である OiC の社長）
＜ご参考＞ 欧米における商用ドローンをめぐる動向
（ドイツメッセ社発行ニュースリリース（2016 年 1 月 20 日発行）をもとに翻訳・再編集しています）

・DHL（ドイツポスト子会社の国際的物流企業）
－2014 年に、北海沖のユイスト島に医療物資を届けるドローン輸送の実地テストを開始。
この実施テストにおいては、ドイツ連邦交通デジタルインフラ省とドイツ航空管制機関が、
DHL の「Parcel-Copter（パーセルコプター）」専用の飛行区域を設けた。
・Fraunhofer IML（フラウンホーファー 物流・ロジスティクス研究所）
－倉庫内の在庫情報を収集できる航空ロボット（“InventAIRy”）の開発中。バーコードや
RFID チップによって自動的に物体を特定して記録するように設計されているもの。
また、収集したデータを既存の IT システムにシームレスに転送するためのスマートインター
フェースの開発も行っている。
・Swiss Post（スイスの郵便事業を担う国営企業）
－山村地域への配達に無人航空機を導入
・Intel、Microsoft（主要 IT プレイヤー）
－ドローン実験を実施。Intel は、パイプラインの監視などを行う商用ドローンを製造するドイツの
スタートアップ企業 Ascending Technologies（Asc-Tec）を買収するなど投資も活発
・欧州委員会
－欧州内でのセンサー付き航空機の開発に対する統一規則を発表。この標準化により、年間
少なくとも 50 億ユーロの節約と最大 5 千万トンの CO2 削減が見込まれる。
EU の重要な優先課題は、航空の安全性を強化することと、商用ドローンユーザーに対して
一貫した法的枠組みを構築することとして、対策を進めている。
・ドイツ連邦交通省
－商用ドローン操縦者の技能試験の導入を計画。Lufthansa の CEO であるカールステン・
シュポア氏は、最近のインタビューで同社がドローンパイロットの訓練とメンテナンスの実施に
関心を持っていることを明らかにした。子会社である Lufthansa Technik では、すでに複数の
航空機メーカーに対し幅広い技術サポートサービスを提供している。

2

２．みどころ満載！CeBIT 注目企画
◆CeBIT Global Conferences（ホール８）
・「d!conomy（ディコノミー）」「IoE（Internet of Everything）」「セキュリティとプライバシー」「革新的技術」が
主要テーマ。
・ハイライトは、欧州委員会委員 Günther Oettinger 氏が議長を務める「欧州委員会年次ハイレベルカンファ
レンス」（3 月 14 日(月)）
・ブロガーの、ブロガーによる、ブロガーのためのイベント「Rock the Blog」にも注目（3 月 18 日(金)）

◆「SCALE 11」 – スタートアップ企業が集合（ホール 11）
・250 以上のスタートアップ企業と、その支援者（既存企業の創設者、アドバイザー、スタートアップ集積都の
代表者など）が新しいデジタルの革新的なビジネスモデルについて、ワークショップ、ビジネスマッチングを
行う。

◆「Developer World」 – ソフトウェア開発者が集合（ホール 11）
・ソフトウェア開発企業やエンジニアリング企業、Web 開発者とソフトウェアアーキテクト、アナリストとテスタ
ーに向けた交流スペース。「分散システム」「マイクロサービス」「コンテナリゼーション」「DevOps」「ビッグ
データ」「IoT」などをテーマに、スペース内でカンファレンスも開催される。

◆「IoT SOLUTIONS」 – モノのインターネットに注目（ホール 13）
・さまざまな分野のユーザーに向けた IoT ソリューションを取りあげた集中展示。バリューチェーン（価値連
鎖）、製品、プロセス、およびサービスのネットワーク化とデジタル化に焦点があたる。

◆「Communication & Networks」 – 効率的な通信に向けて（ホール 13）
・「IoT SOLUTIONS」のとなりに設置される集中展示。ブロードバンドソリューションから M2M やユニファイ
ド・コミュニケーションまで、ネットワーク化された通信と IT インフラのための技術やソリューションを紹介
・M2M 通信と IoT の産業間共通ソリューションを紹介する「M2M/IoT パビリオン」にも注目。

◆「DatacenterDynamics」 －将来のデータセンターにフォーカス（ホール 12）
・「ストレージソリューション」「サーバー技術」「クラウドベースの IT サービス」などのテーマで“従来型”のデー
タセンターと“将来の”データセンターとを一緒に紹介する初めての企画。
・会場では、カンファレンス「Open Source / Open Compute」が開催される。CeBIT 来場者は追加料金不要
で参加可能。

◆「Business Security」 – サイバー攻撃の阻止にフォーカス（ホール 6）
・サイバー攻撃から身を守る方法を企業に紹介。「アンチウイルスソリューション」「電子メールセキュリティ」
「クラウドとインターネットセキュリティ」「ネットワークセキュリティ全般」などの情報収集に最適。
・「Business Security Forum」「CeBIT Security Plaza」では、セキュリティ関連の出展企業が、プレゼンテー
ションを行う。

◆「Research & Innovation」 – 大学・研究機関による情報発信基地（ホール 6）
・大学、研究機関、企業が集まり、最新の研究成果を共有する。
・会場の中央に配置された「Future Talk Froum」では、研究成果についてのプレゼンテーション、表彰式、演
ディスカッションが行われる。
・会場内の「Science Square」では、研究結果の発表が 30 分おきに行われる。
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◆「Public Sector Parc」 – 行政向けの技術・サービスが集結（ホール 7）
・行政向けの IT ソリューションとアプリケーションの全容を紹介。
・特別セクション「Government for You」では「De-Mail」「ソーシャルメディアツール」「オープンな政府」などを
キーワードに、最新のドイツ連邦および州のプロジェクトと IT 計画協議会による革新的なイニシアチブを紹
介する。

◆「Planet Reseller」 – 再販業者や商社のためのエリア（ホール 14.15）
・専門再販業者、ICT ホールセラー、チャネルマネージャー、IT コンサルタントおよびバイヤーに向け、クラウ
ド、モビリティ、UCC（ユニファイド・コミュニケーション&コラボレーション）、スマートビルティングとスマートラ
イティングといった、最新の IT 部門の小売トレンドに対するソリューションを紹介。
・会期中は、業界専門家が CRN（コンピュータ・リセラー・ニュース）TV スタジオで、最先端のトピックについて
ディスカッションを行う。

◆「Global Sourcing Area」 – 調達プロフェッショナルのためのエリア（ホール 16.17）
・IT 設備や、コンポーネント、デバイスの調達と購入を仕事とするプロフェッショナル向けのエリア。

◆「ECM / Input-Output Solutions」 – 標準プロセスのデジタル化（ホール 3）
・ECM（エンタープライズコンテンツ管理）の分野の最新ソリューションを利用して標準のビジネスプロセスを
どのようにデジタル化できるかといったテーマを扱う。
・「文書の保存と処理」「電子インボイス」「基準と規制の順守」「コラボレーションツール」「モバイルクラウドベ
ースの ECM ソリューション」「最新の印刷、コピー、スキャンシステム」などが紹介される。
・会場内の「ECM Forum」では、ECM の話題に関するおよそ 60 のプレゼンテーションが行われる予定。

◆「Marketing & Sales Solutions」 – セールスにデジタルの力を注入（ホール 4）
・マーケティング、セールス、およびカスタマーサービスのテーマを扱う。
・「デジタル体験管理」「マーケティングオートメーションと電子メールマーケティング」「顧客管理」「統合マーケ
ティング基盤」などが紹介される。

◆「ERP & HR Solutions」 – 効率的な計画と管理のためのツール（ホール 5）
・企業資源の効率的な計画と管理のための重要ツールである ERP（企業資源計画）および HR（人事）シス
テムのテーマを扱う。
・会場内の「ERP Fourm」では、Industry 4.0、最新の HR 管理、マルチチャネル小売業、スマートサービスな
どのトピックをテーマに、ユーザー、アナリスト、プロバイダーがケーススタディを紹介し、ディスカッションを
行う。
・HR の最新情報を発信する「HR Round Table」ネットワークにも注目。

◆「SME Campus (“Campus Mittelstand”)」 – 中小企業向けのデジタル戦略を支援（ホール 5）
・中小企業がデジタル化を最適に進めるための製品・サービス・情報が紹介される。

◆「job and career ハブ」 – 中小企業向けのデジタル戦略を支援（ホール 11）
・デジタルビジネス部門の雇用者と求職者のマッチングを行う場。
・昇進と自己啓発のトレーニングプログラムやヒントを提供するプレゼンテーションも行われる。
以上
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