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本とりまとめの位置づけ

○ 観光庁では、平成21年に「国際交流拡大のためのMICE推進方策検討会」が設置され、同年7月に「国

際交流拡大に資するMICE振興方策に関するアクションプラン」をとりまとめ、MICE推進に向けた各種施策

に取り組んでいるところである。

○ MICE分野におけるアジア各国の取組をはじめとした国際的な環境変化は止まることがなく、我が国もこう

した国際的動向に後れを取ることなく対応を進めるため 23年7月に「MICE推進検討委員会」を設置しした国際的動向に後れを取ることなく対応を進めるため、23年7月に「MICE推進検討委員会」を設置し、

MICE分野における我が国や主要各国の現状や、今後我が国が取るべき政策についての検討を進めてきた

ところ。

○ 本報告は、関係者間でMICEの意義や国際的動向についての問題意識の共有を図るとともに、今後の具

体的な各種政策検討に資するよう、特にMICE推進の意義、MICE分野の国際動向、我が国が取り組む

べき事項について、とりまとめを行ったものである。
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１.MICEの意義
（１） MICEとは

MICEとは、ミーティング、インセンティブ、コンベンション、エキジビジョン/イベントを総称した用語である。こ
れら個々の大まかな概念は下記の通りである。

ミーティング（M）：いわゆる会議全般を指す概念であり、典型的な例は企業が開催する会議（＝コーポレート
ミーティング）。インセンティブやコンベンションも広義のミーティングでもあり、欧米諸国など
ではMICE全般を指してミーティングとするときも多い。

インセンティブ（ I ）：企業が従業員やその代理店等の表彰や研修などの目的で実施する旅行であり、企業報
奨・研修旅行と呼ばれるものである。

コンベンション（C） いわゆる国際会議であり 学会や産業団体 さらには政府等が開催する大規模な会議をコンベンション（C）：いわゆる国際会議であり、学会や産業団体、さらには政府等が開催する大規模な会議を
一般的に指す。

エキジビション・イベント（E）：国際見本市、展示会、博覧会といったエキジビション、さらにはスポーツ・文化イ
ベ などが含まれ 広範な概念 あベントなどが含まれる広範な概念である。

○MICEは、その目的が基本的に企業・産業活動や学会活動などであることから、基本的には一般観光とは○ 、そ 目的 基本的 企業 産業活動や学会活動な ある 、基本的 般観光
性格を異にする部分も多いが、その振興を通じて、経済効果、国際交流を通じた我が国のソフトパワーの強
化、地域の国際化・活性化、訪日外国人旅行客の拡大といった様々な意義を有するものであり、我が国とし
ても積極的に推進する必要がある。
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MICEの意義としては、上述のとおり我が国のソフトパワーの強化や地域活性化等様々な側面を有しうるが、その基本的な性格は広義

１.MICEの意義
（２）MICEの経済的意義 ①経済波及効果

のビジネスであり、かかる観点からは各種の意義の中で経済的意義が も大きい。具体的には下記のような各種の経済的意義を有する。

○MICE開催を通じた主催者、参加者・出展者等の消費支出や関連の事業支出は、MICE開催地域を中心に大きな経済波及効

果を生み出す。特に、ＭＩＣＥにおいてはその経済効果は会議主催者、会議施設、宿泊施設などの直接の関係者に止まらず、

裾野の広い経済効果を有するものと言うことができる。裾野の広い経済効果を有するものと言うことができる。

○こうしたMICEの経済波及効果の推計のため、観光庁においても簡易測定ツールを作成し、自治体等における活用に供してい

る。会議の日程その他の要素で変動しうるが、例えば1万人規模の国際会議が開催された場合、その経済波及効果は約４０

億円とも試算されるなど、MICE開催の経済波及効果は開催都市を中心に我が国経済にとって極めて大きいと言うことができ

る こうした試算を自治体・会議施設レベルで行ったものもあるが 地域を中心に多大な経済波及効果があるとの報告がなされる。こうした試算を自治体・会議施設レベルで行ったものもあるが、地域を中心に多大な経済波及効果があるとの報告がなされ

ている。

○こうした経済波及効果の他国における試算例として、CIC（コンベンション産業協議会：Convention Industry Council）が

行った米国会議産業の効果試算がある。CICの発表によれば、2009年の会議産業における直接支出は、全米で年間

億ド 雇 延べ 人分相当 米国 対する貢献は 億ド 間接的な経済効果も算2,630億ドル、雇用にして延べ170万人分相当、米国GDPに対する貢献は1,060億ドルで0.8％、間接的な経済効果も算

入した場合、全米で9,070億ドル、延べ630万人分相当の雇用効果があり、米国GDPに対する貢献は4,580億ドルで約

3％を占めるとしている。この試算の信頼性や、米国と我が国の違いなどから単純な比較はすべきではないが、MICE産業の

経済効果は我が国においても潜在的には相当の規模を有し得ると考えられる。

◆ 会議開催における経済波及効果の試算例(MICE経済波及効果測定モデル（平成22年度観光庁作成）により算出)

（事例１）医学系学会 経済波及効果：２７億７，５８０万円
雇用効果 ５１ １３７人 日簡易測定モ

基 礎 デ ー タ 試 算 結 果

開 催 期 日：２０１１年（６日間）
開 催 都 市：京都市
参加者：6,000名（海外4,000人）

雇用効果：５１，１３７人・日
誘発税収額（国税） ：１億１，７５０万円

(都道府県税) ：７，２００万円
(市町村税) ：２，９５０万円

簡易測定モ
デルで試算

（事例２）金融系セミナ 経済波及効果 ：３７億７ ５２０万円（事例２）金融系セミナー
開 催 期 日：２０１２年（５日間）
開 催 都 市：大阪市
参加者：10,000名（海外8,000人）（予定）

経済波及効果 ：３７億７,５２０万円
雇用効果 ：６９，２２５人・日
誘発税収額（国税） ：１億５，９００万円

(都道府県税)：９，７５０万円
(市町村税) ：３，９９０万円

簡易測定モ
デルで試算 5



◆日本国内各都市の経済波及効果調査例の概要

１.MICEの意義
（２）MICEの経済的意義 ①経済波及効果

横 浜

■平成19年度にパシフィコ横浜で開催されたコンベ
ンション等による経済波及効果

神 戸

■平成19年度に神戸市内で開催されたコンベンショ
ンにおける経済波及効果ンション等による経済波及効果

(全国)約１，９２９億円
⇒うち神奈川県：約７７２億円

⇒うち横浜市：約６９０億円

ンにおける経済波及効果
生産誘発額 約１，４４７億円
⇒直接効果は約９２０億円

うち参加者の消費支出 約３４７億円
うち主催者の支出 約３０９億円

(全国)約１，９２９億円
⇒うち直接効果は約８６３億円

⇒うち神奈川県への直接効果は約５１０億円
⇒うち横浜市への直接効果は約４６５億円

うち主催者の支出 約３０９億円
うち出展者の支出 約２６４億円

※生産誘発額約1,447億円は、市内算出額10兆2,696億円
(2006年度)の1.4％に相当(観光産業全体の約30％)

ミーティング産業が ミーティング産業が

◆ CICによるThe Economic Significance of Meetings to the U.S. Economy 調査(2009年)概要

うち横浜市 の直接効果は約４６５億円

出典：パシフィコ横浜で開催されるコンベンション等による経済波及効
果測定(パシフィコ横浜による委託調査)

出典：市内コンベンション経済効果調査報告書(神戸市)

ミーティング産業が
米国経済に直接与える経済的インパクト(2009年)

２，６３０億ドル/年
延べ１７０万人分の雇用

ミーティング産業が
直接・間接的に与える経済効果(2009年)

９，０７０億ドル/年
延べ６３０万人分の雇用延べ１７０万人分の雇用

ＧＤＰに対する貢献額 １，０６０億ドル/年(約0.8％)

連邦税 １４３億ドル/年
州税/地方税 １１３億ドル/年
労働所得 ６００億ドル/年

延べ６３０万人分の雇用
ＧＤＰに対する貢献額４，５８０億ドル/年(約3％)

連邦税 ６４０億ドル/年
州税/地方税 ４６０億ドル/年
労働所得 ２ ７１０億ドル/年労働所得 ６００億ドル/年 労働所得 ２，７１０億ドル/年

※ 米国では年間(2009年)180万件のconvention/conferences/congress/trade shows and exhibitions/incentive events  and corporate/ business 
meetings が開催され、2億500万人が参加した。

※ 180万件の開催のうち130万件はcorporate/ business meetings。
※ CIC(Convention Industry Council : 米国の各種ＭＩＣＥ業界団体をメンバーとする産業団体) 6



○国際会議や展 会等を我が国 開催する とは 当該分野 ト プを含む多く 海外参加者と我が国参加者が交

１.MICEの意義
（２）MICEの経済意義 ②ビジネス機会創出・イノベーション創出等

○国際会議や展示会等を我が国で開催することは、当該分野のトップを含む多くの海外参加者と我が国参加者が交
流することを意味し、その場における情報交換はもとより、我が国企業や大学等の関係者と海外の産業関係者・研
究者との間で新たな人的ネットワーク構築につながることが期待される。

○こうしたビジネス分野や研究分野の人的ネットワークの構築は、人・モノ・情報の国際的な流通ネットワークの中での
我が国関係者の位置づけを拡大・強化するものであり、かかる観点から我が国にとってもネットワークを通じた新た
なビジネス機会の創出やイノベーションの創出に資することが期待される。

○新たなビジネスやイノベーションの機会創出は、国の産業競争力そのものを強化し、経済成長を促すものである。こ
のため、例えばシンガポールでは、国を挙げて育成に取り組む産業分野と、MICE誘致・開催の注力分野を一体とし
て戦略的に取り組んでおり、また豪州では、イノベーション促進、ビジネス創出のツールとしてMICEを政策的に位置
づけるなど 海外でもこうしたMICEの機能に注目して戦略的な取組を進めているづけるなど、海外でもこうしたMICEの機能に注目して戦略的な取組を進めている。

○また、海外企業においては、例えばコーポレートミーティングを単なる会議の場としてとらえず、企業活動の重要な要
素として、いかに 大限の成果を生み出すかについて、戦略的に取り組んでいる例は多い。我が国企業にはほとん
ど存在しな が 欧米 大手企業 は 企業全体 グを戦略的 管理する専門職とし グ プど存在しないが、欧米の大手企業では、企業全体のミーティングを戦略的に管理する専門職としてミーティング・プラ
ンナーという専門スタッフを設置しているケースが多く、MICEの経済的意義・機能に着目しつつ、企業の生産性向上
を図る例と言える。

○MICEのビジネス創出効果を推定する試みとして、我が国でも展示会の有する新規契約誘発効果を試算した例があ
る。その結果を見ると、新たなビジネスを生み出すことを通じて、直接的な経済波及効果よりも遙かに大きい経済効
果が期待できることが分かる。

○グローバル化した世界経済において、国際的なネットワークの構築・拡大がビジネス活動等に与える影響は極めて
大きく、今以上の国際化が必要とも指摘される我が国経済にとって、MICEは極めて有益なツールとなり得るもので
ある。 7



◆ビジネス創出効果の具体例＜効果測定のための新たな指標＝“新規契約誘発効果”の計測＞
資料提供：野村総合研究所

１.MICEの意義
（２）MICEの経済意義 ②ビジネス機会創出・イノベーション創出等

新規契約誘発効果の推計実例（東京ビッグサイト）
見本市・展示会では、開催に伴い発生する消費に加え、出展により新
たなビジネスチャンスが生まれ、企業の売上が増加する。

この見本市・展示会の本来の機能を、「効果」として可視化したものが
「新規契約誘発効果」

資料提供：野村総合研究所

「新規契約誘発効果」

こうしたビジネスを創出する効果は、消費に伴う直接的経済波及効果
よりも、はるかに大きな経済波及効果を生み出しうる。

東京ビッグサイトの展示会等の経済効果

● 契約誘発効果額(推計) ⇒ 全国約２．７兆円、東京都内約１．７兆円

● 契約誘発効果に伴う経済波及効果額(推計) ⇒全国約５．８兆円

東京都内約２．９兆円

東京ビッグサイトの展示会等の経済効果

見本市(1社単独型) 見本市(合同出展型)

総消費額 11～16億円 16～21億円

＜参考＞タイプ別の総消費額・契約誘発額(試算)

出典：「東京ビッグサイトにおける展示会等の経済効果」 東京都（平成19年7月）

◆ ガポ 戦略

契約誘発額 125億円 215億円

(展示ホール３館・会期３日の場合の経済効果額)

展

■シンガポール政府は、国の重要経済活動・イニシアティブ支援のため、MICEを戦略的に活用。

(ⅰ) 産業活動の主要バリューチェーンをサポートするMICEイベントを推進することにより、産業分野の活力強化とMICE強化の双方を達成。

◆シンガポールのクラスター戦略

(ⅱ) 国際的なMICEイベント誘致・創出し、当該セクターでのシンガポールの地位を上昇させる。

※主要クラスターの例：バイオメディカル・ヘルスケア、IT技術、環境・エネルギー、銀行取引・金融、輸送、セキュリティ

参考：シンガポール政府観光局資料
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１.MICEの意義
（２）MICEの経済意義 ③都市の競争力・ブランド力向上等による経済効果

○国際・国内相互の人や情報の流通、ネットワーク構築の容易さ、集客力などはビジネス環境の重要な要素である。MICEの振
興を図ることは、かかるビジネス環境の向上等にもつながり、結果として、都市のビジネス面における競争力やブランド価値の
向上につながることが期待される。

○また、政府系の大規模会議や著名なスポーツイベント等を開催することも、都市の知名度アップやブランド力の向上につなが○ま 、政府系 大規模会議 著名な ポ イ 等を開催する も、都市 知名度アッ ラ 力 向 な
る。かかるブランドの向上は、ビジネスにとって有益であるのみならず、訪日外国人旅行客の拡大など、一般観光等の観点から
集客力の向上に資することが期待される。

◆「世界ビジネス都市度ランキング」（2008年）の評価指標としてのMICE◆ 世界 ジ 都市度 グ」（ 年） 評価指標 し

Master Card Worldwideが世界のビジネス都市度を評価。

東京の評価のうち低い分野は「ビジネスのしやすさ」「法律・政治上の枠組み」「経済安定性」。 「ビジネスのしやすさ」 という観点では、
特に、「事業の立ち上げ」、「雇用」、「コンベンション／エキシビション／ミーティング」等が低い評価となっている。

MICEの振興は 都市の国際競争力強化 あるいはグロ バル企業からみた拠点進出の魅力にも影響を与えることが窺える

法律・政治上の枠組み 経済安定性 ビジネスのしやすさ 金融 ビジネス・センター度 知的財産・情報 住みやすさ

分野別順位 ２９位 ３６位 ２１位 ６位 ６位 ３位 ８位

MICEの振興は、都市の国際競争力強化、あるいはグローバル企業からみた拠点進出の魅力にも影響を与えることが窺える。

スコア 83.60 86.40 71.28 48.95 58.15 52.06 92.69

東京の評価
ポイント

「ムーディーズの格付
け」「米国輸出入銀行
の格付け」では高い
評価を得ているが、

「GDP変動の成長

性」「インフレーション
の変動性」では高い
評価だが、「為替レー

「事業の立ち上げ」「雇
用」「信用獲得」「コン
ベンション／エキシ
ビション／ミーティ
ング 「投資家保護

「金融サービスネッ
トワーク：銀行」の
評価が高い

「貨物便トラフィック」
「旅客／航空トラ
フィック」「国際旅客ト
ラフィック」の輸送が
高評価 方「５ 星

「100万人あたりの特

許出願数」「居住者
100万人あたりの研

究者数 の評価が高

「個人的自由」「基本
サービス」が特に高
い評価を得ている

ポイント 評価を得ているが、
「不動産登記の容易
さ」の評価が低い

評価だが、 為替レ
トの変動性」の評価
が非常に低い

ング」「投資家保護」

「法人税負担」の評価
が特に低い

評価が高い 高評価。一方「５つ星
ホテル数」の評価が
低い

究者数」の評価が高
い

い評価を得ている

上位都市

１位：ストックホルム

（90.82）

２位 シンガポ ル

１位：ウィーン
（92.42）

２位：バルセロナ マ

１位：シンガポール
（82.82）

２位：香港

１位：ロンドン
（84.70）

２位：ニューヨーク

１位：香港
（72.25）

２位：ロンドン

１位：ロンドン
（62.35）

２位：ニューヨーク

１位：バンクーバー
（94.38）

２位：デュッセルドル

出所）MasterCard Worldwide 「Worldwide Centers of Commerce Index™ 2008」

上位都市

（スコア）
２位：シンガポール
（90.32）

３位：コペンハーゲン
（89.53）

２位：バルセロナ、マ
ドリッド（92.07）

３位：リスボン
（91.67）

２位：香港
（80.37）

３位：ロンドン
（79.42）

２位：ニュ ヨ ク
（67.85）

３位：フランクフルト
（52.88）

２位：ロンドン
（67.44）

３位：シンガポール
（62.58）

２位：ニュ ヨ ク
（59.02）

３位：東京
（52.06）

２位：デュッセルドル
フ（93.88）

３位：サンフランシス
コ（93.44） 9



１.MICEの意義
（３）まとめ

○MICEは基本的には一般観光と異なる性格を有するところがあり、国によってもビジネスイベント、ミーティン

グなど、その呼称は様々であるが、性格的には広義のビジネス活動そのものと考えることもできる。

○経済的な観点からのMICEの意義は、①経済波及効果、②ビジネス機会創出・イノベーション創出、③都市

の競争力・ブランド力向上などが主たるものであり、その効果は経済波及効果のみでも十分に大きいもので

あるが、ビジネス機会創出・イノベーション創出といったものまで含めれば、その規模・効果はさらに大きいと

指摘できる。

○こうしたMICEの機能に着目し、アジアのMICE競合国においても、MICE産業そのものを経済成長のエンジ

ンと捉えると同時に 経済成長のためのインフラとも位置づけているンと捉えると同時に、経済成長のためのインフラとも位置づけている。

○このように、MICEの誘致・開催は、発生する大きな経済波及効果に止まらず、人的ネットワーク創出等を通

じたビジネス創出効果など、我が国経済・産業の国際競争力の強化にも資するものであり、経済成長のためじたビジネス創出効果など、我が国経済 産業の国際競争力の強化にも資するものであり、経済成長のため

の重要なインフラと位置づけ得る。従来、MICEのそうした側面はあまり指摘されて来なかったが、今後は、

我が国の経済成長のためのエンジンであると同時にインフラであるとの理解の下、さらなる推進を図ることが

必要である。

10



２．MICEの国際的動向

(1) MICEビジネスの世界的動向

(2) アジアの競合国の取組動向(2) アジアの競合国の取組動向

(3) 我が国の状況(3) 我が国の状況

(4) まとめ(4) まとめ
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２.MICEの国際的動向
（１）MICEビジネスの世界的動向

○通信・IT技術の進歩に伴い、MICEのように直接相対で行う会議・展示会等の必要性は低くなるとの指摘も一部にあるが、その
一方、例えば企業活動のグローバル化に伴い、ビジネス活動に伴うコミュニケーションそのものはより複雑になってきており、今
まで以上に相対での意思疎通が様々な経済活動において重要になってくるとの見方が一般的である。

また、企業活動や科学技術の研究活動などもスピードが従前にも増して求められるようになり、こうしたことを背景に新規の
ミーティング・コンベンションなどが生み出されるペースが速くなっているとの指摘や、新興諸国等の経済成長に伴うMICEの活
発化なども多くの関係者が指摘している。このように、MICEの必要性や開催数は今後とも増大すると考えられる。

○実際、リーマンショック後の停滞・落ち込みなども一部にはあるが、全体としては、MICEの開催実績は近年堅調に拡大してい
ると見ることができる。

○MICE分野は国際的に確立した統計が存在せず、定義等もまちまちであることから、その動向の把握には困難を伴うが、各種
国際団体等が作成している統計・試算等からMICE活動の国際的動向を概観することとする。

○ICCA（国際会議協会：International Congress & Convention Association）の統計によれば、2001年に全世界で開
催された会議数は5,262件。2010年には9,120件へと約73％増加している。また、IAPCO（国際PCO協会：International 

Association of Professional Congress）によれば、2006年から2010年までの5年間の開催件数は、企業会議では3倍以上
の伸び、学会・産業団体等の協会系会議においても4割以上の成長を見せている。

○こうした流れの中で、MICE分野の国際団体などの多くのMICE関係者は、地域レベルでの国際会議の拡大を予測している。
グローカリゼーションの流れの中で学会やビジネス関連会議などの地域レベルでの開催が増え、今後特に、アジア・太平洋地
域での国際会議が大幅に増加すると予想している。

○IAPCOによれば、欧州、南北アメリカなどの地域別で国際会議の開催動向を比較した場合、経済成長著しいアジア地域での
開催数が大きく増加している。UIA（国際団体連合：Union of International Associations）の統計では、アジア地域での国
際会議の開催数は2006年から2010年の5年間で約2.3倍と顕著な増加を示している。さらに、ICCAの統計によれば、
Asia Pacific & Middle Eastが2001年（1,020件）から2010年（2,008件）にかけて約97％増加してなど、地域別にみ
た時のアジア・太平洋地域でのMICEの増加トレンドは顕著なものとなっている。 12



◆会議開催件数(IAPCO)

２.MICEの国際的動向
（１）MICEビジネスの世界的動向―会議開催件数

◆世界全体及び大陸別の開催件数の推移

4000

●世界で開催される会議件数は年々増加傾向にある

●特に企業会議開催件数の伸び率は急上昇。協会系・政府系会議も年々増加傾向

にあることがわかる

◆世界全体及び大陸別の開催件数の推移
●世界の国際会議の開催件数は、近年、着実に増加。
●地域別にみると欧州が も多いが、アジア地域が2005年から

2010年の5年間で約2.3倍になるなど急激に成長している。
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ＩＣＣＡ(国際会議協会)

２.MICEの国際的動向 （１）MICEビジネスの世界的動向
今後のＭＩＣＥ市場についての国際的なＭＩＣE関連団体等の見方

○アジアはヨーロッパ、アメリカにくらべて学会、企業ミーティングの開催件数の伸びが顕著である。イベントに関してもこれから
アジアは伸びていくだろう。

ＩＣＣＡ(国際会議協会)

○リージョン単位で会議の規模が大きくなっている。MICE の平均規模は200 人〜500人だが、参加者が数千人のものも増え
ており、中にはごく一部ではあるが数万人規模のものも存在する。特にアジアでのリージョンレベルの会議の増加が著しい。

ＩＡＰＣＯ(国際ＰＣＯ協会)

○MICE 市場のトレンドとして“グローカリゼーション（グローバルな考えでローカルで実施する）”が挙げられる。特にリージョナル
レベルで開催される学会が多くなり注目されている 世界企業の中でも同じ現象が起きている

ＭＣＩ ・・・スイスジュネーブに本社を置く、世界 大級のPCO・イベントプランナー

レベルで開催される学会が多くなり注目されている。世界企業の中でも同じ現象が起きている。
○近い将来、アジア・大洋州レベルの会議が増加していくだろう。アジアは現在リージョナル規模の学会の黎明期にある。
○今後、 、リージョン単位での開催が進み、アジア・大洋州が世界No1 のマーケットになるであろう。

○リージョナルレベルの会議ではアジア・大洋州のシェアが急速に拡大している。経済成長にともない、域内統合が進んでいる
のだろう。アジア内で2 年ごとに開催する国際会議等が増えていくと考えられる。

The Janet Sealy Partnership Limited ・・・国際会議誘致コンサルタント

○世界的に見て民間企業のミーティングビジネスは着実に伸びてきている。
○アジアのミ テ ング産業は今後ますます発展していくだろう

The Kliman Group ・・・会議コンサルタント

※「MＩＣＥ誘致戦略・施設のあり方に関する調査」（観光庁平成22年度事業）に係るヒアリングによる

○アジアのミーティング産業は今後ますます発展していくだろう。

14



○ MICE産業の成長可能性やその経済的意義を踏まえ 韓国 シンガポール 豪州 さらにはマレーシアやタイといったアジ

２.MICEの国際的動向
（２）アジアの競合国の取組動向―韓国

○ MICE産業の成長可能性やその経済的意義を踏まえ、韓国、シンガポ ル、豪州、さらにはマレ シアやタイといったアジ

ア・太平洋地域の主要国は、MICEの誘致・開催の推進に近年急速に力を入れて来ている。

○韓国では、2009年に政府が１７の分野を経済成長エンジンとして定めている。17分野は大きくは環境技術、先端融合産業、
高付加価値サ ビス産業の三つの分野に分かれるが MICEは高付加価値サ ビス産業の つとして ルスケアや ンテ高付加価値サービス産業の三つの分野に分かれるが、MICEは高付加価値サービス産業の一つとして、ヘルスケアやコンテ
ンツ産業とともに、韓国経済の成長エンジンとして選ばれている。

○さらに、政府として、2018年までに国内GDPに占めるMICEの割合を1.5％とすることも目標として定めている。

○このようにMICEを重点分野として定めつつ、韓国ではMICE推進に向けて官民を挙げて取り組んでおり、政府は2006年に
「国際会議産業育成基本法」、2008年には「展示産業発展法」を制定することにより関連の制度整備を行うとともに、個々の
MICEの誘致・開催に向けて積極的な支援を行っている。さらに、韓国では大型のMICE施設整備等も着々と進められつつあ
り 近年 MICE分野で急速に台頭しつつあるり、近年、MICE分野で急速に台頭しつつある。

＜参考＞韓国「新成長ビジョンおよび発展戦略」（２００９年１月）の概要
■未来の韓国経済をリードする１７分野の新成長エンジンを選定。

≪グリ ン技術分野≫6分野≪グリーン技術分野≫6分野
再生可能エネルギー、炭素低減エネルギー、高度水処理、発光ダイオード（LED）応用、グリーン輸送システム、
先端グリーン都市
≪先端融合分野≫6分野
放送通信融合 IT融合システム ロボ ト応用 新素材 ナノ融合 バイオ製薬 医療機器 高付加食品産業放送通信融合、IT融合システム、ロボット応用、新素材・ナノ融合、バイオ製薬・医療機器、高付加食品産業
≪高付加サービス分野≫5分野
グローバルヘルスケア、グローバル教育サービス、グリーン金融、コンテンツ・ソフトウェア、MICE ・観光産業

■この中で 具体的には下記の目標を掲げている■この中で、具体的には下記の目標を掲げている。
・ＭＩＣＥで２０１８年までにＧＤＰの１．５％達成を目標。このため、政府全体でＭＩＣＥを支援するとともに、

ＭＩＣＥ関係施設の整備等を推進。
・２０１３年までに、外国人旅行客１，１００万人を達成 15



○豪州では MICEを経済成長のための重要産業と認識しており 1995年に 「国家MICE産業戦略（A national strategy

２.MICEの国際的動向
（２）アジアの競合国の取組動向―豪州、シンガポール

○豪州では、MICEを経済成長のための重要産業と認識しており、1995年に、「国家MICE産業戦略（A national strategy 
for the meeting, incentives, conventions and exhibitions industry）」を策定し、MICE振興への取組を開始した。

○さらに2008年には「国家ビジネスイベント戦略2020(National Business Events Strategy for Australia 2020)」
を策定。同戦略の中で、ビジネスイベント（＝MICE）は豪州経済全体の付加価値の２％（＝61.3億ドル）を産出すると位置づ
けている この中で MICEの重要な効果として ネットワ キング構築やビジネス創出があることなども指摘しつつ 本分野けている。この中で、MICEの重要な効果として、ネットワーキング構築やビジネス創出があることなども指摘しつつ、本分野
の振興に向け、市場の失敗と政府の役割、ツーリズム豪州のファンディング、目標設定、インフラ整備、研究、人材育成等の
分野で各種の勧告を行っている。

○シンガポールでは従前より経済効果の大きさに着目してMICEを推進してきている。近年、MICE分野での競争環境の変化等
を受け MICEをはじめとした観光分野への取組を強化しているを受け、MICEをはじめとした観光分野への取組を強化している。

○シンガポール政府観光局(Singapore Tourism Board)は2015年に観光収入300億シンガポールドル（SGD）を目標と
して設定し、この目標達成のために3つの集中的に取り組むべき分野を特定しており、その筆頭に、MICEを取り上げている。

◆オ ストラリアのビジネスイベントによる経済効果(２００３年)◆ 際会議開催件数( 統計)

支出額＄ 付加価値額＄ 雇用誘発

ミーティング・会議参加者 114.52億 45.19億 7.8万人

◆オーストラリアのビジネスイベントによる経済効果(２００３年)◆国際会議開催件数(UIA統計)
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国際会議の参加者数（ＪＮＴＯ統計2005～2010年）
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○UIAの2010年の統計によれば国際会議の開催件数で、アジア・太平洋地域では日本は２位、シンガポールが３位、韓国８位となっているとこ

２.MICEの国際的動向
（３）我が国の状況

ろ、都市別の開催動向を見ると、ICCAの2010年統計によれば、世界ベスト20の中に、シンガポール、シドニー、台北、北京、ソウル、香港とアジ

アから６都市が入っているが、我が国からは東京も含めてどの都市もランクインしておらず、アジア競合国が着実に実績を伸ばしていることが

分かる。また、ＪＮＴＯ統計によれば、国際会議の件数は増えているものの、外国人参加者数は伸び悩んでおり、中規模以上の国際会議が取

り込めていない現状が浮き彫りになっている。

○我が国のMICEブランド認知度について 世界のMICE関係者を対象に観光庁が2010年度に実施したアンケ トによれば MICE開催地として○我が国のMICEブランド認知度について、世界のMICE関係者を対象に観光庁が2010年度に実施したアンケートによれば、MICE開催地として

の我が国の評価は、アジア・太平洋地域において、豪州、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、中国に次ぐ7番目となっている。豪州、シンガ

ポールのみならず、その他の新興諸国と比較しても後塵を拝するとの評価は極めて深刻である。

○我が国は90年代には、その経済力は関連インフラ等の充実等を背景にアジアの中で圧倒的に優位なMICE先進国であったが、その後のアジ

ア諸国の経済成長 関連インフラの整備 MICE推進政策・取組の積極化等から こうした国々との比較では既に過去の優位性は失っているア諸国の経済成長、関連インフラの整備、MICE推進政策・取組の積極化等から、こうした国々との比較では既に過去の優位性は失っている

との指摘が多い。

MICE分野の国際団体等からは「（アジアのMICE市場は）シンガポール、韓国等のライバルが躍進し、日本の独占市場ではない」、「MICE分

野では（医療、ハイテク等の分野を除き）特に日本で開催する理由も見あたらない。韓国、シンガポール、マレーシアもMICEへの投資を拡大し

ており、（日本との）差は開きつつある」という、我が国に対する厳しいコメントが多く聞かれており、このままでは、ＭＩＣＥ分野におけるアジアのており、（日本との）差は開きつつある」という、我が国に対する厳しいコメントが多く聞かれており、このままでは、ＭＩＣＥ分野におけるアジアの

主要国としての日本の地位は失墜するおそれがある。

◆海外における我が国のMICEブランド認知度調査
●海外のMICE開催関係者などに対してアンケート調査(観光庁事業)を実施

●調査実施期間は2011年2月～3月
順位 都市名 件数

1 ウィ ン 154

出典：ICCA◆世界都市別国際会議開催件数(2010)
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２.MICEの国際的動向
（２）アジアの競合国の取組動向

◆アジア競合国のＭＩＣＥ誘致予算と施策

2010年予算 主な誘致施策

タイ 19億8,396万円 （１）広告活動、海外見本市出展、キーパーソンの招請。
（２）主催者に対し 補助金を支給

◆アジア競合国のＭＩＣＥ誘致予算と施策

（２）主催者に対し、補助金を支給。

シンガポール 11億9,000万円／年 （１）広告活動、海外見本市出展、キーパーソンの招請。
参加する外 数 び宿泊総数等 応 主催者 対 補助

2006年～2015年（10年
間）で119億円

（２） 参加する外国人数及び宿泊総数等に応じて、主催者に対し、補助
金を支給。定着した国際会議には3回に渡り資金援助。

（３）外国人数及び宿泊総数等に応じて宴会等の提供や歓迎パフォー
マンス等を実施。

韓国 8億5,000万円 （１）広告活動、海外見本市出展、キーパーソンの招請。
（２）主催者に対し、 大1,000万円まで支援。
（３）ツアーを実施する際の晩餐やパーティ費用を負担。記念品やお土

産を提供。

日本 4億4,800万円 （１）広告活動、海外見本市出展、キーパーソンの招請。

（２）外国人参加者に対して、観光ツアーや交流事業等のエクスカーショ
ンを実施する経費の１／３を支援。

※ １シンガポールドル（SGD）＝70円で換算 １ウォン（KRW）＝０．８円で換算 １バーツ（THB）＝2.7円で換算

※ 開催件数はUIAがまとめた2009年の国際会議統計を使用 19



２.MICEの国際的動向 （３）我が国の状況
(参考)MICE分野における日本に対する国際的MICE団体等の見方

ＩＣＣＡ(国際会議協会)

○アジアのMICE 業界において、日本は90 年代には圧倒的な存在感を示していた。政府は力を入れて、すべての地方都市に
コンベンション施設を建設し、マーケティングについても政府がサポートをしていた。現在はシンガポール、韓国など多くのライバ
ルが躍進を遂げ日本の独占市場ではなくなった。

ＩＣＣＡ(国際会議協会)

○アジアにおけるMICE 開催地としての競争力は1 位：ソウル、2 位：上海、3 位：シドニー、4 位：東京の順番だと考えている。

ＩＡＰＣＯ(国際ＰＣＯ協会)

○アジアにおけるMICE 開催地としての競争力は1 位：ソウル、2 位：上海、3 位：シドニ 、4 位：東京の順番だと考えている。

ＭＣＩ ・・・スイスジュネーブに本社を置く、世界 大級のPCO・イベントプランナー

○日本は強い経済力を持ち、特に医療のレベルが高く、ハイテク、医学等の分野では開催地として競争力を持っている。
○しかし、その他の分野では、競争力が無いわけではないが、特に日本で開催する理由も見当たらない、というのが正直なとこ

ろである。主催者にはソウル、釜山、シンガポールの方が魅力的に映るだろう。昔はアジアでは国際会議はインフラの整った
日本で開催するしかなかったが、現在、その様相は大きく変化している。

○日本はMICE開催地としてのイメージを回復させることが何よりも重要である。今後の3～5年で何をやるか早急に決定する
必要がある。その間にも、韓国、シンガポール、マレーシアもMICEへの投資を拡大しており、差は開きつつある。

○70 年代、80 年代当時は、日本の施設は他のアジア諸国と比べ、各段に優れていた。また、経済・社会の成熟度もアジアで
は抜き出ていた。この時期、国際会議は当然のように日本で開催されていたが、現在は周辺国の施設も立派になり、経済・社会
も成熟しつつある 必ずしも日本が無条件で選択されなく 競争が激化している まずは 日本が置かれている このような状況

The Janet Sealy Partnership Limited ・・・国際会議誘致コンサルタント

※「ＭＩＣＥ誘致戦略・施設のあり方に関する調査」（平成2２年度観光庁事業）におけるヒアリングから抜粋

も成熟しつつある。必ずしも日本が無条件で選択されなく、競争が激化している。まずは、日本が置かれている、このような状況
を認識すべきであろう。

20



２.MICEの国際的動向
（４）まとめ

○世界経済のグローバル化等を背景に、世界のMICEビジネスは今後とも成長が見込まれ、特にアジア市場は大

きな成長が期待できるきな成長が期待できる。

○日本は、90年代にはその経済規模や関連インフラの整備などがアジア諸国の中で圧倒的に進んでいたことか

ら、MICEの誘致等においても極めて優位な立場にあったと言える。

○しかしながら、近年、中国はもとより、韓国、東南アジア等の諸国の経済発展が進み、かかる観点からは我が国

は90年代のような優位性は持ち得なくなっている。さらに、韓国、豪州、シンガポール、中国他のアジア・太平洋

地域の主要諸国が MICE分野を経済成長の要の つとして官民挙げて注力しており 韓国 豪州などは日本地域の主要諸国が、MICE分野を経済成長の要の一つとして官民挙げて注力しており、韓国、豪州などは日本

を激しく追い上げつつある。このため、アジアの中での日本のMICE競争力は徐々に衰えつつあり、このままで

は、今まで築いてきたMICE分野のアジアの中での地位を失墜するおそれがある。

○アジアの競合国はMICEへの投資を拡大しており、既にこれらの国には水をあけられつつあるとの指摘もある。

仮に我が国が一旦その地位を失ってしまうこととなれば、再び優位を回復するには大変な困難を伴い、我が国産

業の一層の国際化や経済の成長にも悪影響を及ぼすと懸念される。我が国としても、この数年を勝負の時期と

してMICEの推進・強化に官民を挙げて取り組む必要がある。

21



※ 第4回推進検討委員会の審議を基に見直しを行う予定

３．MICE推進における国の喫緊の取組課題

※ 第4回推進検討委員会の審議を基に見直しを行う予定

(１) 国が取り組むべき事項(１) 国が取り組む き事項

(2) 国がMICE分野で喫緊に取り組むべき事項(2) 国がMICE分野で喫緊に取り組むべき事項
① プロモーション
② 誘致段階等における支援② 誘致段階等における支援
③ MICE分野の競争力強化

22



〇MICEの誘致・開催に当たっては 会議主催者(民間企業 団体等) 会議施設事業者 会議開催の各種支援事業

３.MICE推進における国の喫緊の取組課題
（１）国が取り組むべき事項

〇MICEの誘致・開催に当たっては、会議主催者(民間企業、団体等)、会議施設事業者、会議開催の各種支援事業
者、宿泊事業者他の関係事業者、さらにはコンベンションビューロー、地方公共団体（都道府県、市町村）、観光庁他
の政府関係部局や関連の独法（日本政府観光局他）（以後、本稿に於いて「国」とする）なども関与するなど、多くの関
係者が存在する。

○これら多くの関係者が存在する中、MICE誘致・開催は、国や地方公共団体自らが主催者であるようなケースを除け
ば、民間企業・団体が主たるプレイヤーであり、国や地方公共団体などの公的な主体が関与する余地は本来は大き
くはないはずである。しかしながら、実際には、民間企業や民間団体だけでは円滑にMICEの誘致や開催を行うこと
が難しい場合も多く 海外諸国なども含めて の支援を国や自治体など 公的な主体が行 ていることが 般的が難しい場合も多く、海外諸国なども含めてMICEの支援を国や自治体などの公的な主体が行っていることが一般的
である。

○例えば、我が国でMICEを誘致・開催した場合に発生する経済的効果は、MICEを直接的に誘致・開催する関係者に
止まらず多く 事業者等に裨益する とが 般的 ある ようなケ は 期待される経済効果は大き が止まらず多くの事業者等に裨益することが一般的である。このようなケースでは、期待される経済効果は大きいが、
MICE誘致・開催を直接担う関係者にとってはそうした経済的利益の一部しか得られないことから、誘致・開催に十分
な活動を行うことが資金的・人的に困難となる場合が発生することが想定される。こうした場合に、国や地方公共団体
などの公的な主体がMICEを政策的に支援することで、はじめて地域経済や我が国経済全体に十分な利益をもたら
すことが可能となる。

このように国や地方公共団体などの公的な主体がMICEを支援することが望ましいと考えられる事例としては、下記
のようなケースが考えられる。

①民間企業等の個々の関係者にとっては投資/費用に見合った十分な利益を生まないが、関係者全体としては大き

な利益を生むことから、国が投資をすることが望ましい場合。

②リスクが高く個々の民間企業等には十分な取り組みが期待しにくい場合。

③関係する民間企業等が現状的な十分な資金的・人的資源を有さず 将来的に成長して十分な資金的・人的資源を③関係する民間企業等が現状的な十分な資金的・人的資源を有さず、将来的に成長して十分な資金的・人的資源を

有すれば支援の必要はなくなるが、当面の間は公的な支援を行うことが望ましい場合。

④国家間の競争があり、「国」が関与することそのものが競争上必要と考えられる場合。

⑤その他（震災等の非常時における対応など） 23



３.MICE推進における国の喫緊の取組課題 （１）国が取り組むべき事項
(参考)日本のMICE取組に対するMICE関係団体等からの指摘

ＩＣＣＡ(国際会議協会)・ＩＡＰＣＯ(国際ＰＣＯ協会)

○日本のマーケテイングには課題がある。アジア競合国をはじめ、MICE 誘致を図る他国は、海外主催者やICCA やIAPCO 

等と積極的にコミュニケーションをとり情報収集・情報発信を行っているが、日本は行っていない。

○MICE専門誌への情報発信にも力を入れるべき 広告は自然に目がいき MICE開催地として印象を持たせることができる

ＩＣＣＡ(国際会議協会) ＩＡＰＣＯ(国際ＰＣＯ協会)

○MICE専門誌への情報発信にも力を入れるべき。広告は自然に目がいき、MICE開催地として印象を持たせることができる。

○MICE人材の英語力や、セールス、プレゼンスキルの向上が必要。

海外のMICE関連企業・ビューロー

○MICE 開催地としてのマイナスイメージ(官僚主義で非効率等)を回復させることが何よりも重要。10 年程度の長期を見通

した上で、今後の3〜5 年間で何をやるか、早急に決定する必要がある。その間に、韓国もシンガポール、マレーシアも

MICE の投資を拡大しており 差は開きつつある

海外のMICE関連企業・ビューロー

MICEへの投資を拡大しており、差は開きつつある。

○日本はプロモーションが下手なのではなく、やっていない。少なくとも海外からはそのような印象を持たれている。予算を確保

しプロモーション活動を拡充することが重要。

○日本はMICE目的地として何ができるか知られていない ビジネスケ スを作成し 媒体を通じて日本のメリットを強調すると○日本はMICE目的地として何ができるか知られていない。ビジネスケースを作成し、媒体を通じて日本のメリットを強調すると

効果的。

○日本は内向的で閉鎖されているというイメージがあるため、もっと国際マーケットに出て行った方が良い。

○日本全体としてのMICE誘致戦略が必要。グローバルな競争を勝ち残るためには、強い都市を伸ばしていくしかない。その際、

地方のMICE施設は中小規模の国際会議と国内学会の開催を担い、役割分担をしてはどうか。

国内ビューロー・MICE施設

方 施設 中 規模 国際会議 国 学会 開催を担 、役割分担を う 。

○MとIの情報整理・提供を国にお願いしたい。MとIの統計整備がされると良い。

○会議、学会の誘致に役立つ情報発信にもっと注力してほしい。(特に100～300名の小規模な会議、学会の情報)

※「ＭＩＣＥ誘致戦略・施設のあり方に関する調査」（平成2２年度観光庁事業）におけるヒアリングから抜粋
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３.MICE推進における国の喫緊の取組課題
（２）国がMICE分野で喫緊に取り組むべき事項 ①プロモーション

上記のとおり、MICE推進に当たって国の役割は大きく、かつ様々なケースが想定されうる。MICEの誘致・開
催等の国際競争が厳しくなる中、我が国はアジアのMICE競合国に対して後れを取っているのが実情であり、
相対的に我が国の競争力は落ちつつあると言える こうした状況を踏まえて 国として下記の事項について喫相対的に我が国の競争力は落ちつつあると言える。こうした状況を踏まえて、国として下記の事項について喫
緊に取り組むことが必要である。

○MICE誘致に当たって、まず各国政府等が力を入れて取り組んでいるものの一つがプロモーションである。海○MICE誘致に当たって、まず各国政府等が力を入れて取り組んでいるものの がプ ションである。海
外のMICE関係者（←ミーティングプランナー、PCO等、開催者側に立つ関係者）が会議開催地検討に当たっ
て初期段階の重要なツールと位置づける海外見本市への出展や、専門誌等への積極的な情報インプット・広
告掲載等などは、各国とも積極的に取り組んでいる。一方、我が国のプロモーション活動は十分でないとの指
摘が多い摘が多い。

○従来は、アジアの中でのMICE開催適地として我が国が圧倒的な優位を占めていたため、プロモーションが多
少不十分ではあっても十分な競争力を持ち得たが、既述した国際間の競争激化により、従来からのプロモー少不十分 あ も十分な競争力を持ち得 、既述 国際間 競争激化 より、従来 ら
ション不足が露呈してきたとも考えられる。実際に、海外のMICE関係者から見て、MICE開催地としての存在
感が乏しいとの指摘は多く、我が国もプロモーションに力を入れることが求められている。
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３.MICE推進における国の喫緊の取組課題
（２）国がMICE分野で喫緊に取り組むべき事項 ②誘致段階等における支援

○ MICEの具体的誘致競争において成否を握る主要ポイントは下記の二点である。
ⅰ)開催地決定のキーパーソンへの適切なアピール
ⅱ)開催地選定の考慮要素への適切な対応ⅱ)開催地選定の考慮要素への適切な対応

○前者については、各国ともこれらのキーパーソンを自国開催地に招請し、会議開催地・施設の視察や開催地
主催者の準備・意気込みを直接キーパーソンに理解させ、または海外に所在するキーパーソン等に自国から
人を派遣し、直接のコミュニケーションを図りながら誘致を働きかけることが行われている。

○後者については、決定の考慮要素として開催施設のキャパシティ、開催都市のアクセサビリティ、開催地の魅
力等種々の要素がある中で 大の考慮要素である開催コストについての対応を求められることを意味する力等種々の要素がある中で、 大の考慮要素である開催コストについての対応を求められることを意味する。
このため、各国とも誘致競争が行われる場合には、当該会議や前後のエクスカーション等に主催者側が要す
る費用の一部を誘致側が負担することなどを、積極的に提示する場合が多い。

○こうした誘致活動は、会議主催者が全て負担して行うべきとの指摘もあるが、会議を誘致・開催した場合に生
まれる経済波及効果は、会議主催者に止まらず、宿泊事業者、会議運営事業者、飲食事業者、物販事業者、
運輸事業者その他の極めて多岐にわたる事業者に裨益することから、いずれの国でも会議主催者のみにそ
の責任を負わせず 国や自治体といった公的な主体が支援を行うことが一般的であるの責任を負わせず、国や自治体といった公的な主体が支援を行うことが 般的である。

○アジア等のMICE競合国の誘致活動に対抗しつつ我が国が誘致を成功させるためには、国としても必要に応
じてこうした誘致等の活動への支援を行うことが求められる。
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３.MICE推進における国の喫緊の取組課題
（２）国がMICE分野で喫緊に取り組むべき事項 ③MICE分野の競争力強化

MICEの誘致・開催等にかかる国際競争は激しくなりつつあり、各国ともプロモーションや誘致等の強化に加え、マーケティング

や人材育成等にも積極的に取り組んでいる。こうした中、我が国がMICE分野で引き続き一定の地位を占めていくためには、

MICE産業全般の国際競争力を向上していく不断の努力が必須である。具体的には、下記のような取組を中心に、様々な観点

からMICE分野の事業者・関係者の競争力の強化に向けた取組を進めていくべきである。からMICE分野の事業者 関係者の競争力の強化に向けた取組を進めていくべきである。

○マーケティングの高度化

MICE分野の国際競争の激化や、新しい会議がどんどん生まれるなど、MICE分野の変化は速く、従来にもましてマーケティ

ングの重要性が増している MICE分野のマ ケティングを高度化しつつ MICEの有する経済インフラ的な機能と融合しつングの重要性が増している。MICE分野のマーケティングを高度化しつつ、MICEの有する経済インフラ的な機能と融合しつ

つ、戦略的に取り組む有用性も指摘されている。

例えば、シンガポールではシンガポール政府観光局（STB）が海外22都市の事務所を有し、海外諸国のMICE動向・開催

ニーズ等を把握した上で、戦略的なマーケティングに取り組んでいるところ。

が も 体 際 向 踏 グ 高我が国も、MICE分野の具体的な国際動向を踏まえつつ、本分野で 大の効用を得るためのマーケティングの高度化、さら

にはMICE分野の戦略の策定を行うことが必要である。

○人材育成

MICEの国際競争を勝ち抜くとともに、我が国で開催されるMICEの品質を高いものとするためには、MICE関連の各種事業

者・関係者に高い専門性や国際性が求められる。一方、我が国においては、国際的に競争力を有するミーティングプランナー

やイベントプロデューサーなどのMICE専門家の絶対数が不足しているのが現状である。

MICEの主要競合国である韓国では 官民挙げてのMICE重視戦略の一つとして積極的に人材の育成に取り組んでいる。MICEの主要競合国である韓国では、官民挙げてのMICE重視戦略の つとして積極的に人材の育成に取り組んでいる。

例えば、大学等の高等教育におけるMICE関連学科の設置、国家資格としての国際会議企画士の設置、本分野の国際的な

資格として信頼性の高いCMP（Certified Meeting Professional）資格の取得支援等、人材育成の強化に積極的に取り組

んでいる。

人材の育成は MICE分野の競争力に直結するものであり 我が国がMICE分野に注力していくためにまずもって取り組ま人材の育成は、MICE分野の競争力に直結するものであり、我が国がMICE分野に注力していくためにまずもって取り組ま

なければならない課題である。今後、研修、高等教育でのMICE導入、資格取得奨励その他の方策を通じて、国として積極的

に取り組む必要がある。 27



３.MICE推進における国の喫緊の取組課題
（２）国がMICE分野で喫緊に取り組むべき事項 ③MICE分野の競争力強化

○MICE産業の我が国と海外主要国との比較分析

現状 我が国のMICE事業者の競争力は必ずしも国際的に高くはない状況であり 我が国MICE産業の競現状、我が国のMICE事業者の競争力は必ずしも国際的に高くはない状況であり、我が国MICE産業の競

争力を主要競合国に負けないものとすることが必要。

競争力の強化のためには、まずもって欧米やアジアの競合国のMICE産業の活動実態を把握・分析し、本

分野におけるベストプラクティスの抽出 ビジネスモデルの分析等を行い 我が国MICE産業の競争力向上を分野におけるベストプラクティスの抽出、ビジネスモデルの分析等を行い、我が国MICE産業の競争力向上を

図ることが効果的と考えられる。

○統計整備○統計整備

我が国ではMICE分野の統計がほとんど整備されておらず、現状では国際会議や展示会について、一部の

団体等が各々の定義等を用いつつデータの収集整理を行っているのみである。今後、MICE分野の推進を図

るためには MICEの各分野の活動や実績について 現状の把握やそれらを通じた課題の発見・分析等を行るためには、MICEの各分野の活動や実績について、現状の把握やそれらを通じた課題の発見・分析等を行

うことが必要であり、そのためのインフラとして本分野の統計整備が必要である。
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４．まとめ
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４.まとめ

○MICEの推進は様々な意義を有するが、経済的観点からは①経済波及効果、②ビジネス機会創出・イノベー
ション創出、③都市の競争力・ブランド力向上といった幅広い意義を有する。これらの経済効果は極めて大きく、
MICEは経済成長のエンジンであると同時にインフラとも位置づけうる。

○また、世界経済のグローバル化、新興諸国を中心とした世界の経済成長、科学技術の複雑化等様々な要因を
背景に、MICEの需要は着実に増加しており今後とも拡大傾向にある。特に、アジア・太平洋地域の成長は大き
いと考えられる。いと考えられる。

○これらのMICEの重要性とMICE市場の拡大を理由に、アジア・太平洋地域においては、韓国、シンガポール、
豪州等の主要国がMICEの誘致・開催を国家レベルの戦略として重視し、官民挙げた積極的な誘致活動を展
開しており 域内の競争が激化しつつある開しており、域内の競争が激化しつつある。

○一方、我が国は90年代において、その経済力等を背景にアジア域内で極めて優位なMICE先進国であった
が、近年の国際動向等を背景に相対的に地位は低下しつつあり、このままではアジア域内のMICE主要国とし
ての地位を失墜するおそれがあるての地位を失墜するおそれがある。

○我が国がMICE分野で引き続き競争力を有するためには、MICE関係者が官民を挙げて、その誘致・開催等に
全力で取り組むべきである。

○その際、MICEの経済効果は、MICEの直接的な関係事業者に止まらず多くの企業・団体、地域経済や我が国
経済全体に裨益するものであること、国と国との誘致競争の側面があることなどの理由から、MICEの推進に
おいて国の果たすべき役割は大きい。おいて国の果たすべき役割は大きい。
このため、地方自治体や民間事業者との役割分担等も踏まえつつ、MICEの誘致・開催に向けて、国として強
力に取り組んでいくことが必要である。
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