
MICE推進検討委員会とりまとめ(概要)
平成２４年６月

◆ MICEの国際的動向
(1)MICEビジネスの世界的動向

■ 本とりまとめの位置づけ
・MICE分野の国際競争が激化する中、今後の政策のあり方を検討する「MICE推進検討委員会」を平成23年7月に設
置。
・本とりまとめは、政策議論の前提となる「MICEの意義」、「MICE分野の国際動向」等についてまとめたもの。

◆世界の会議開催件数のトレンド(IAPCO)
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・世界のMICEビジネスは成長基調
であり、特にアジアの地域会議は今
後大きく成長すると予測されている。

(1)MICEとは

◆ MICEの意義

本とりまとめは、政策議論の前提となる MICEの意義」、 MICE分野の国際動向」等についてまとめたもの。
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・MICEとは、ミーティング、インセンティブ、コンベンション、エキジビション/イベントの総称。

・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。

・会議の中では、企業ミーティングの
伸びが最も大きく、学会・協会系の
ミーティングがそれに続く。
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アジア地域の多くの国が、MICEを成

(２)アジアの競合国の取組動向

・MICE開催を通じた各種消費は MICE開催

(２)MICEの経済的意義
①経済波及効果

日本で1万人規模の国際会議が開催された場合

◆経済波及効果規模算出例

※IAPCO ＨＰより作成

企業ミ ティング 協会系ミ ティング 政府系ミ ティング

◆世界都市別国際会議開催件数(2011)

企業会議 協会系会議 政府系会議

順位 都市名 件数

ウ

◆国別国際会議開催件数(2011)

１位 アメリカ 759件
域 多 国 、 を成

長分野と捉えて近年急速に力を入れ
ている。
韓国：政府が定めた１７の成長分野の一つにMICE

を位置づけ。関連法制度や資格の整備を行

・MICE開催を通じた各種消費は、MICE開催

地域を中心に大きな経済波及効果を生む。

・米国では、ミーティング産業の経済波及効果

をGDPの約3％と試算（民間産業団体）

経済波及効果は約４０億円(推計)

自治体(神戸市)のコンベンションにおける経済波及効果例

生産誘発額約1,447億円(市内産出額の１ ４％相当)

1 ウィーン 181

2 パリ 174

3 バルセロナ 150
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１位 アメリカ 759件

2位 ドイツ 577件

3位 スペイン 463件

8位 中国
302件

13位 日本
233件

いつつ、官民を挙げて、MICE誘致・開催を
推進。

豪州：MICEを経済成長の重要産業と位置づけ「国
家ビジネスイベント(＝MICE）戦略」を策定。

民

我が国においてもMICE産業の経済波及効果

は潜在的に大きなものと考えられる。

生産誘発額約1,447億円(市内産出額の１．４％相当)

米国におけるミーティング産業の経済波及効果

9,070億ドル/年 延べ630万人の雇用

GDPに対する貢献額4 580億ドル/年(約３％)

4 ベルリン 147

5 シンガポール 142
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10 北京 111
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15位 韓国
207件

24位 シ ガポ
家 ジネ イ ント( MICE）戦略」を策定。

シンガポール：2015年の観光収入300億シンガ
ポール㌦の目標達成に向け、取組
分野の筆頭にMICEを位置づけ

・MICE開催は ビジネスや研究分野の海外参

②ビジネス機会やイノベーションの創出

GDPに対する貢献額4,580億ドル/年(約３％)

＜参考＞タイプ別の総消費額・契約誘発額(試算)

◆東京ビッグサイトの展示会等の経済効果(試算)

出典：Ｃ ＩＣ(米国のＭＩＣE産業団体)

出典：ICCA ※ 東京は41位

10 北京 111
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24位 シンガポール
142件

・我が国は、90年代はアジアの中で圧倒的な

進 あ が 域 競合 競

(３)我が国の状況
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オーストラリア

MICE開催は、ビジネスや研究分野の海外参
加者と我が国参加者の人的ネットワーク形成
に大きな効果。

人的ネ ト クから 新たなビジネ 機会や

◆海外における我が国のMICEブランド認知度調査(平成２２年度観光庁実施)
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

契約誘発額 125億円 215億円

出典：ICCA ※ 東京は41位

MICE先進国であったが、域内競合国による競

争激化により、最早その優位は失われている。

・我が国のMICEブランド認知度は アジア主要
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契約誘発効果に伴う経済波及効果額

全国約５．８兆円、東京都内約２．９兆円

人的ネットワークから、新たなビジネス機会や
イノベーションを創出。
・MICEによる新規契約創出効果の試算例に
よると、直接的な経済波及効果よりも遙かに

(展示ホール３館・会期３日の場合の経済効果額)６

資料：「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）

我が国のMICEブランド認知度は、アジア主要

国の中でもかなり低く、危機的な状況。

◆ＭＩＣＥ分野における日本に対する国際的MICE団体等の見方（ヒアリング）
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よると、直接的な経済波及効果よりも遙かに
大きな経済効果がある。

・豪州、シンガポールなど、海外競合国でも
MICEのこうした機能を重視。 ■豪州：ＭＩＣＥの機能として、ビジネス創出、イノベーション創出を明確に位置付け

■シンガポ ル 戦略的セクタ アプロ チと称し ＭＩＣＥと育成産業分野をリンク

（H22:N=120）

※海外のＭＩＣＥ関係者等に対してアンケート調査を実施

消費に基づく経済波及効果を大きく上回る経済効果をＭＩＣＥは生み得る

○ 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。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）

○ 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 （海外ＭＩＣＥ企業）

③都市の競争力・ブランド力向上

・MICEを通じた人や情報の流通、ネットワーク構築の容易さなどは、都市の競争力・ブランド力向上に寄
与

■シンガポール：戦略的セクターアプローチと称し、ＭＩＣＥと育成産業分野をリンク

必要がある。その間にも、韓国、シンガポ ル、マレ シアもMICEへの投資を拡大しており、差は開きつつある。（海外ＭＩＣＥ企業）

MICEは、大きな経済波及効果とともに、ビジネス創出等を通じ我が国経済・産業の国際競
争強化に資する。経済成長のエンジンである同時にインフラともなり、さらなる推進が必要

与。

アジアを中心に世界のMICEビジネスはこれから大きく成長が見込まれる一方、
アジア域内の競争は激化しており、このままでは日本の地位失墜のおそれ

我が国の経済成長のためにMICEの推進は極めて重要である一方、MICE分野の我が国の国際
競争力は落ちつつある。この数年を勝負の時期として官民挙げてMICEに取り組むことが必要。

◆観光立国推進基本計画より（抜粋）◆ MICE分野の国際競争力強化に向けて
今後、我が国が厳しい国際競争に打ち勝っていくために
１. 各誘致主体の徹底したマーケティング戦略の高度化
２ 誘致関係者の機能強化等を通じたMICE産業の競争力強化

・観光立国推進基本計画（平成24年3月30日閣議決定）で、観光庁が主導的な役割を果たすべき4つ
の主要施策の一つに MICE分野の国際競争力強化が位置付けられた

◆観光立国推進基本計画より（抜粋）

２. 誘致関係者の機能強化等を通じたMICE産業の競争力強化
３. MICE施設をはじめとしたグローバルな市場のニーズに合った受入環境の整備

等を通じ、官民を挙げてMICE分野の国際競争力を強化する必要がある。

の主要施策の つに、MICE分野の国際競争力強化が位置付けられた。
・観光立国推進基本計画及び本とりまとめを基礎として、我が国のMICE施策の更なる検討を行うととも
に、官民を挙げた関係者の取組の一層の充実・強化を図る。


