
     ＭＩＣＥ関連人材育成 



ＭＩＣＥとは  ⇒ 日本へのビジネス団体旅行（中心組織あり） 

Meeting 
主にグローバル展開している企業等の 
会議 社員 研修等

Incentive(Travel)
企業が従業員の表彰や研修などの目的 
で実施する旅行、優良顧客を対象とする 

会議、社員の研修等。
 
例：海外投資家向け金融セミナー、 

で実施する旅行、優良顧客を対象 する
旅行など。企業報奨・研修旅行とも呼ばれる。 
 
例：営業成績の優秀者に対し、本社

グループ企業の役員会議、管理職 
の研修 等 
 

例：営業成績の優秀者に対し、本社 
役員によるレセプション、表彰式等を 
行う。 

 

Convention Event / Exhibition
国際団体、学会、協会が主催する国際会 
議、総会、学術会議 等。 

文化・スポーツイベント、展示会・見本市。 
 
例：東京国際映画祭 世界陸上競技選手 

例：九州・沖縄サミット、世界水フォーラム、 
国際サンゴ礁シンポジウム、 
国際解剖学学会 アジア心身医学会 等

例：東京国際映画祭、世界陸上競技選手 
権大会、アジアバスケットボールリーグ、 
東京モーターショー、国際宝飾展、Ｆ１、 
サッカーワールドカップ 等国際解剖学学会、アジア心身医学会 等

 
サッカーワールドカップ  等
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ＭＩＣＥ開催・誘致の意義 

１．ＭＩＣＥの特徴 
○ 開催地を決定する権限を持つ限定者にのみ誘致を働きかけ 
    →誘致活動対象が明確・限定的 
○ 誘致に成功すれば 大規模な外国人が訪日○ 誘致に成功すれば、大規模な外国人が訪日 
○ 個人でなく組織による負担比率が大きいので一人当たりの投下金額が大きい 
   →効率的誘致で大きな経済波及効果 

○ 外国人を含む多くの参加者による大規模な国際会議  
○ 会議後行われる ク カ シ

２．大きな経済効果 

○ 会議後行われるエクスカーション
○ 会議と併設して行われるイベント・展示会  

３．国益
○ 日本議長による進行 → 国際社会での日本のプレゼンス向上 
                  → 日本を安定と繁栄に導く 
○ 国際学会の開催 歩進んだテクノロジ の開発

○ 世界に向けた発信による開催都市のブランドイメージの向上

４．地域文化の振興 
○  国際学会の開催   →   一歩進んだテクノロジーの開発

○ 世界 向け 発信 よる開催都市 ラン イ ジ 向

○ 国際的な知名度の向上による住民の誇り・・・（例）「京都議定書」 
○ 多くの外国人が都市に滞在することによる市民の国際感覚の醸成     等 2 



◆国際銀行間通信協会（SWIFT）国際銀行業務セミナ （Sibos）

国際会議開催に伴う経済波及効果 

◆国際銀行間通信協会（SWIFT）国際銀行業務セミナー （Sibos）

＜経済波及効果試算基礎データ＞ 
１．開催年 ：2012年 
２ 開催地 大阪布

経済波及効果 
26億1,500万円

経済波及効果 
26億1,500万円

２．開催地 ：大阪布 
３．開催日数：5日間 
４．参加者 ：10,000人（うち外国人参加者 8,000人） 
        日本人 宿泊：1,600人、日帰り：400人 
５ 誘致施策 海外見本市にて商談（出展経費 14百万円）

26億1,500万円
雇用効果 
 53,783人 

26億1,500万円
雇用効果 
 53,783人 

５．誘致施策：海外見本市にて商談（出展経費 14百万円）
 誘発税収額（国税） 

 １億4,800万円 
誘発税収額（国税） 
 １億4,800万円 

◆国際法曹協会（IBA）年次総会 
＜経済波及効果試算基礎データ＞ 
１．開催年 ：2014年

経済波及効果 
 14億5,300万円
経済波及効果 
 14億5,300万円１．開催年 ：2014年 

２．開催地 ：東京都 
３．開催日数：6日間 
４．参加者 ：５,000人（うち外国人参加者 ４,000人） 

日本人 宿泊：200人、日帰り：800人

雇用効果 
 30,331人 
雇用効果 
 30,331人 

        日本人 宿泊：200人、日帰り：800人
５．誘致施策：キーパーソン招請事業（支援額1.4百万円） 
 誘発税収額（国税） 

 8,200万円 
※ 国際会議の経済波及効果測定のための簡易測定モデル（平成21年度観光庁作成）により試算 
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ＭＩＣＥの推進をめぐる政府の動き（１） 

１ 安倍元総理所信表明演説（平成１８年９月２９日）

「今後５年以内に、主要な国際会議の開催件数を５割以上伸ばし、ア

１．安倍元総理所信表明演説（平成１８年９月２９日）

ジアにおける最大の開催国を目指します。」

２．全府省庁から成る「国際会議開催・誘致拡大局長級会合」 

・国際会議の開催・誘致推進による国際交流拡大プログラムを策定

  によるプログラムのとりまとめ（平成１９年５月３０日） 
国際会議の開催 誘致推進による国際交流拡大プ グラムを策定 

・主要な国際会議の開催件数の具体的な目標を設定 
・国際会議の開催・誘致を推進するための具体的な方策等をとりまとめ 

３．観光立国推進基本計画（平成１９年６月２９日） 

  我が国における国際会議の開催件数を平成23年までに5割以上増やす。 

４ 観光庁設立（平成２０年１０月１日）

4 
  国際会議担当の参事官を設置。 

４．観光庁設立（平成２０年１０月１日）



ＭＩＣＥの推進をめぐる政府の動き（２） 

５．第１３回観光立国推進戦略会議（平成２１年３月１３日）

MICE分野に施策を展開していくことを提言。 

 広い意味での国際会議全般（ＭＩＣＥ）についても施策展開・推進を行うための議論。 

６．ＭＩＣＥ検討会の立ち上げ（平成２１年３月１８日） 

７．アクションプランの発表（平成２１年７月２９日） 
国及び関係主体が具体的に果たすべき役割や活動内容 時期等についてとりまとめ 国及び関係主体が具体的に果たすべき役割や活動内容、時期等についてとりまとめ。 

８．Ｊａｐａｎ ＭＩＣＥ Ｙｅａｒ の実施（平成２２年） 
年を日本の 元年として各種の施策を展開 ２０１０年を日本のＭＩＣＥ元年として各種の施策を展開。

９．国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日） 
 「大きな経済波及効果等を有するMICEの積極的な誘致・開催の推進を図る」（抜粋） 

10．新成長戦略（平成２２年６月１８日）「7つの戦略分野の主な施策」

5  「MICEの積極的な誘致・開催の推進」と言及。 



 各国のＭＩＣＥの取組み 

韓国 シンガポール 
●「国際会議産業育成法」、「展示産業発展法」を制定。 
●MICE（5ヶ国、100人以上の外国人参加）の誘致・開催を国庫支援 
●支援策（外国人参加規模により決定） 
  （コンベンション） 

・ビッドペーパー作成及び招請レター発出

●観光・MICE産業の振興の「ツーリズムマスター・プラン2015」を策定 
●支援策＝BE in Singapore（外国人参加規模により決定） 
  （コンベンション） 
  ・特別会場の確保、入国手続き迅速化、ウェルカムメッセージ等 

（ミーティング インセンティブ）  ・ビッドペーパー作成及び招請レター発出
  ・補助金（ビッドペーパー印刷、キーパーソン招請、記念品提供、 
   レセプションやセミナー開催、参加促進用記念品や広報印刷） 
  ・広報ツール（パンフレットや映像）提供 
  （エキシビジョン） 

海外バイヤ 誘致費 海外広報費 附帯行事運営費等 負担

 （ミーティング、インセンティブ）
  ・歓迎パフォーマンス提供、歓迎夕食会提供、花火打ち上げ、 
   VIP通関手続き便宜など 
  （エキシビジョン） 
  ・海外ビジター増加のためのプロモーション及びマーケティング、 

管手続き迅速化 ウ カム ジ等  ・海外バイヤー誘致費、海外広報費、附帯行事運営費等の負担
●MICE施設 
    ソウル以外の都市においても2000年以降、5施設が次々に建設 
     最大収容人数＝7,000名（Convention & Exhibition） 
          最大展示面積＝53,500㎡ （Korea International Exhibition

  入管手続き迅速化、ウェルカムメッセージ等  
●MICE施設 
   既存の2施設に加え、2009年にマリーナベイ地区にカジノ施設を 
   もつ施設を建設 

    最大収容人数＝12,000名（Singapore Expo）最 展 積 , （
                                                Center ※100,000㎡に拡張中） 
●人材育成：・コンベンション企画士（国家資格試験）を実施 
         ・国際会議・展示・イベント高度管理者アカデミーを開催 
                   ・大学にコンベンション学科が多数設置        

最大収容 数 , 名（ g p p ）
     最大展示面積＝100,000㎡（Singapore Expo） 
●人材育成：実践的研修プログラムを実施 

中国
オーストラリア 

●国家旅遊局にMICE専門部署はないが、地方政府が積極的に取り 
  組んでいる 
●北京市の取組：キーパーソン招請事業、海外プロモーション事業等 
●上海市の取組：誘致宣伝事業、ロビー活動等

中国 
●資源・エネルギー・観光省は、2008年にMICE誘致拡大のための 
  ワーキンググループを立ち上げ、「A National Business Events  
    Strategy for Australia 2020」を提言 
●支援策 

ビ ドペ パ サポ ト 首相や所管大臣レタ 協力 キ パ
●上海市の取組：誘致宣伝事業、ロビ 活動等
●MICE施設 
   北京以外の都市においても1995年以降、18施設が次々に建設 
     最大収容人員＝4,000人（Everbright Convention &  
                                   Exhibition Centre） 

最大展示面積＝130 000㎡（Chinese Export Commodities

 ・ビッドペーパーサポート、首相や所管大臣レター協力、キーパー 
  ソン招請、広報ツール作成、アジア諸国を対象にＰＲミッション等 
●MICE施設 
  シドニーとメルボルンの既存施設に加え、2009年にメルボルンに 
  オーストラリア最大の施設が建設 

     最大展示面積＝130,000㎡（Chinese Export Commodities 
                                   Fair Pazhou Complex） 
●人材育成：・国際商務会展員、国際商務会展士、高級国際商務会 
         展士（資格試験）を実施 
        ・一部の大学にMICE専門科が設置 

   最大収容人員＝5,000名（New Melbourne Convention Centre） 
       最大展示面積＝30,000㎡（Melbourne Convention Exhibition  
   Centre） 
●人材育成：人材育成プログラムを実施   6 



国際会議誘致フロー 

◆国際会議の誘致は「立候補・支援決定」から「開催都市決定」まで、３～５年要するのが通例であり、国際本部と国内主催者又は支援者 
との「コンタクト」から「開催」までは5～7年間という長期間に渡る地道な取り組みが必要である その間 国内学会・協会 国・

情報収集 立候補・支援決定 誘致活動 都市決定 認識・理解の深化 

 との「コンタクト」から「開催」までは5 7年間という長期間に渡る地道な取り組みが必要である。その間、国内学会 協会、国
 日本政府観光局（JNTO）、自治体／都市コンベンションビューロー（CB）／施設管理者、及び会議運営事業者（PCO）等関係者が 
 各々の役割を果たしつつ、一致団結して誘致に取り組む。特に重要な大型案件は各国とも国が前面に出て激しい誘致競争を展開する。 

ｺﾝﾀｸﾄ 

国際本部 
（海外） 

・開催地検討 
    ・企画を依頼 

・開催都市決定委員会開催 ・開催都市 
 決定 

ミーティングプラ
ンナー（海外）

・開催都市情報収集 ・国内主催者コンタクト ・立候補都市視察 
・提案チェックンナ （海外） 
・全体計画作成 

【主催者】 
国内学会・

・開催 意向や決定プロ
セス等を収集 

・組織内での承認 
・誘致組織づくり

・ロビイング 
・プロモーション

見本市で商談 立候補表明 

国内学会  
協会等 ・財務計画 

・開催都市選定など 
・ビッドペーパー作成 
・プレゼンテーションなど 

PCO ・主催者の補助 

サポートサポート【支援者】

自治体 
CB 

     ・情報収集     ・見本市出展 ・支援決定 
・ビットペーパー作成 

・首長の招請レター発出 
・宣伝ツールの提供 

施設管理者 ・宣伝ツールの提供

サポ トサポ ト 【支援者】 

施設管理者 
・特別レートの提示   

JNTO ・過去開催情報DB 
・海外事務所を通じた 
 情報収集 

・海外事務所情報提供及びフォロー 
・見本市共同出展 
 

・ビットペーパー作成フォロー ・理事長招請レター発出 
・宣伝ツールの提供 

国 専門誌広告掲載事業 海外見本市出展事業 誘致支援事業国 ・専門誌広告掲載事業 ・海外見本市出展事業
・海外プロモーション事業 

・誘致支援事業
・キーパーソン招請事業 
・在外公館によるロビイング 
・大臣招請レター発出 
・トップセールス 
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国際会議開催フロー 

開催準備 開催

国際本部 
（海外） 

来日 

開催準備 開催

ミーティングプラ
ンナー（海外） 

【主催者】 演題募集 開催【主催者】 
国内学会・ 
協会等 

・演題募集 
・寄附金募集 
・会場設営 
・社交行事 
・参加登録 
・広報など

・開催

広報など 

PCO ・主催者の補助 ・運営 

自治体 ・歓迎レセプションやエクスカーション提案 ・受入

【支援者】 

自治体 
CB 

・歓迎レセプションやエクスカ ション提案
・補助金・貸付金交付 
・ボランティア手配 等 

・受入
・首長の挨拶 

施設管理者 ・開催準備 ・受入 

JNTO ・準備・運営ノウハウ提供 
・観光情報提供 
・寄附金・交付金事業  

国 ・後援 
・国際会議化推進事業（海外プロモーション型）

・開催支援事業 
・国際会議化推進事業（リソースパーソン招請型）国際会議化推進事業（海外 ション型） 国際会議化推進事業（リソ ソン招請型）
・大臣等の挨拶 

8 



ＭＩＣＥ人材育成事業概要 ① 

＜人材育成面での課題＞ 
会議場・会議運営業者（PCO）・コンベンションビューロー（CB)に国際レベルでのノウハウ・経験を有する人材が少ない。 
 ○ミーティングプランナーの国際組織であるMPI(国際プランナー連盟）には世界で２４０００名が加盟。日本は３１名。韓国６５名。 
昨年、韓国はアジアで最初のMPI支部（50名以上）を設立。 
 ○SITE(インセンティブ旅行要職者協会）の日本の加盟は４名。(

 対象者：CB、 PCO、会議施設、宿泊施設、旅行業者、イベント事業者等MICE関連事業・産業従事者 

日時 会場 参加人数 講師 

■海外研修事業（平成22年度実績） ■国内研修事業（平成22年度実績） 

研修区分 派遣プログラム名 主催団体
派遣地域

（ ）
参加人数

2011年2月7日・8日 東京（グランドプ
リンスホテル高
輪) 

４２名 

Gary Grimmer(CEO, 
Gary Grimmer & 
Company)  

研修区分 派遣プログラム名 主催団体
（国）

参加人数

短期派遣型  
企画コース 

49th ICCA Congress ICCA ハ イ デ ラ
バ ー ド （ イ
ンド） 

8名 

37th IAPCO Seminar on IAPCO ウォルフス
ベ グ（

5名 

Jill Henry(CEO,Sarawak 
Convention Bureau) 
 
Tatsuo Arai(Senior 
Corporate Offi er Japan

2011年2月9日・10日 大阪（ＡＴＣホー
ル） 

２４名 

Professional Congress 
Organization 

ベルグ（ス
イス） 

Ａ Masterclass For 
Experienced Conference 
& Event Planners 

IAPCO ウォルフス
ベルグ（ス
イス） 

2名 

短 期 派 遣 型 ブ リ セ 1名 Corporate Officer,Japan 
Convention 
Services,Inc.) 

短 期 派 遣 型
派 遣 元 調 整
コース 

AIPCアカデミー2011 APIC 

ブ リ ュ ッセ
ル 
（ ベ ル
ギー） 

1名

中 期 派 遣 型
派 遣 元 調 整 KOTFA 同左

ソウル 
1名 

受講料無料 
9 

派 遣 元 調 整
コース 

KOTFA 同左
（韓国） 

中 期 派 遣 型
企画コース 

セントラルフロリダ大学 同左 
フロリダ 
（米国） 

1名 



ＭＩＣＥ人材育成事業概要 ② 

（参考）過去の研修事業実績 

日時 会場 参加人数 講師 
2009年3月12日・13日 東京（グランド

プリンスホテル
５６名 Philippe Fournier(IAPCO副会

長、MCI-France社社長)

■国内研修事業（平成20年度実績） ＜平成20年度国内研修風景＞ 

リ ホテ
赤坂) 

長、 社社長)
 
Jan Tonkin(IAPCO評価委員会
会長,The Conference 
Company社社長) 
 
小堀守(日本政府観光局
（JNTO）コンベンション誘致部
長) 
 
James Kent（（財）京都文化交
流コンベンションビューロー、
国際マーケティング・コーディ
ネーター） 

日時 会場 参加人数 講師 
2010年9月10日 東京（新宿京

王プラザホテ
ル)

５４名 Martin Sirk(ICCA  CEO)  
 
Noor Ahmad Hamid(Regional

■国内研修事業（平成21年度実績） ＜平成21年度度国内研修風景＞ 

ル) Noor Ahmad Hamid(Regional 
Director Asia Pacific ICCA 
The International Congress ＆ 
Convention Association) 
 
Preemkumar

受講料無料 
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Preemkumar
Ramanathan(ICCA Data 
Research  Executive) 



ＭＩＣＥ人材育成事業概要 ③ 

（参考）平成22年度ＭICE人材育成事業国内研修参加者アンケート 

回答項目 回答数 比率 
1 有意義だ た 24 100 0%

Q 今回のセミナーは有意義であったか？ 
東京会場 ＜東京会場研修風景＞ 

1. 有意義だった 24 100.0%

2. どちらでもない 0 0.0% 
3. あまり役に立たなかった 0 0.0% 
4 無回答 0 0 0%4. 無回答 0 0.0%

合計 24 100.0% 

回答項目 回答数 比率

大阪会場 ＜大阪会場研修風景＞ 
回答項目 回答数 比率

1. 有意義だった 17 100.0% 

2. どちらでもない 0 0.0% 

3 あまり役に立たなかった 0 0 0%3. あまり役に立たなかった 0 0.0%

4. 無回答 0 0.0% 

合計 17 100.0% 

 今回、共に‘First Time Attendee’であった参加者でさえ、この12月に開催されるEIBTMにも参加するようで、バルセロナには来るか、と別れ際に
呪文のように質問された。“I don’t think so.”と答えると、皆、とても不思議そうなリアクションであった。

（参考）平成22年度ＭICE人材育成事業海外短期研修＜49th ICCA  Congress＞参加者研修報告書（抜粋） 

呪文のように質問された。 I don t think so. と答えると、皆、とても不思議そうなリアクションであった。

 同じ面子が年に数回会して最新情報を交換するほうが、確かにより詳細の情報を得ることはできるであろうし、繰り返し顔を合わせることで、ネッ
トワークもより強固なものになり、理想的である。その意味では、個人的にはMICEの関連イベントに継続して参加したいと思った。しかしその反面、

このような貴重な経験を、一人でも多くの同僚・同業者と是非とも共有したいとも強く思った。いずれにしても、貴研修事業により、より多くの同業者
がイベントに参加し、生の情報を得、ネットワークを広げられることは、日本のMICE産業にとって大変意義深いことであると断言できる。 11 



ＭＩＣＥ誘致戦略・施設のあり方に関する調査について 

１．調査目的 
１．国際的な競争力のあるＭＩＣＥ施設の現況や競合国の誘致戦略・マーケティング等について調査する 
  とともに、国内のＭＩＣＥ施設の現況の情報収集を行い、これをもとにわが国のＭＩＣＥ誘致戦略、国内 
  における国際競争力のあるＭＩＣＥ施設のあり方に関する指針等を作成する。 
 
２．海外におけるＭＩＣＥ施設は、会議場・展示施設の他、ホテル、ショッピングモール、レストラン、劇場、 
  アミューズメントパーク等が一体となったＩＲといわれる複合的な施設が主流となりつつある。 
  このＩＲの日本への適用性についての可能性調査を行う。 

２ 調査項目２．調査項目

 ① 海外のＭＩＣＥ施設の事例収集                    ④ 国内のＭＩＣＥ誘致施策に関する検討    
 ② 海外のＭＩＣＥ誘致施策に関する調査          ⑤ ＩＲ及びカジノに関する海外事例の収集  
 ③ 国内の既存施設の現況の情報収集            ⑥ ＩＲについての考察 

 指針の作成にあたっては、以下の通りＭＩＣＥ関連有識者を交えた調査委員会を開催。 

（参考 MICE誘致戦略 施設のあり方に関する調査報告書（案）抜粋）

３．ＭＩＣＥ誘致戦略・施設のあり方に関する調査検討委員会 

（参考：MICE誘致戦略・施設のあり方に関する調査報告書（案）抜粋） 

 （３）国際機関とのネットワーク・情報交換の不足 
  ・ 国際的なMICEを誘致するに当たり、まずは重要情報にアクセスするチャネルの構築が求められる。 
  ・ そのためには、ICCAやMPI、IAPCOなど国際的なMICE業界団体の間で密接なネットワークが必要であるが、海外ヒアリング調査にお 

いて 日本のMICE関係者と国際団体との間での情報交換不足が指摘された    いて、日本のMICE関係者と国際団体との間での情報交換不足が指摘された。
 
 （４）国際的なMICE誘致に係る人材の不足 
  ・ 海外のMICE関連団体へのヒアリング調査において、日本が国際的なMICE誘致に失敗する要因の一つとして、国際的なMICE誘致活   
    動のプロトコルに対する理解不足を指摘する意見が聞かれた。
  ・ 具体的には、ビッドペーパーの作成方式や、プレゼンテーション手法、キーパーソンへのロビー活動手法等において、日本のMICE関連 
    人材の国際対応力の低さや戦略的なアプローチミスがあるとの指摘であった。 
  ・ また、MICE誘致は特定の分野や地域ごとにプロフェッショナルの育成が必要とされているが、MICE誘致の中心的役割を担うコンベン 
    ションビューローにおいてもローテーション人事が一般的に行われており、プロフェッショナルが育ちにくい環境となっている。  12 


