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＜我が国のＭＩＣＥ分野の課題＞

１ マ ケティング戦略の策定 実施１．マーケティング戦略の策定・実施

◆ マーケットリサーチ（市場分析・顧客分析・競合先分析・自己分析）

◆ 目標設定
グ◆ ターゲットの絞り込み・ポジショニングの設定

◆ プロモーション戦略/ブランド戦略
◆ 新規案件の発掘
◆ 個別誘致活動（ビッド活動、開催支援等）
◆ 国際ネットワークの構築
◆ その他 等

２．MICE推進体制の構築

◆ その他 等

◆ 人材・体制
◆ 予算・財源の確保
◆ 各ステークホルダーの役割の認識と取組
◆ ステークホルダー間の連携 等

３．受入環境等

◆ MICE施設
ベ 等 受 境整備 等

◆ ステ クホルダ 間の連携 等
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◆ ユニークベニュー、WiFi等の受入環境整備 等



１ マーケティング戦略の策定・実施１．マ ケティング戦略の策定 実施
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＜具体的な取組例＞

１. マーケティング戦略の策定・実施 － ＭＩＣＥ分野のマーケティングとは

自己（自国／都市）分析

競合先の動向分析

市場分析／顧客分析
○世界の国際会議の開催件数等の動向分析、主催者等のニーズの把握
○競合相手の戦略、ケーススタディ、戦略実施の成果と課題等の把握
○市場動向と競合状況を踏まえた自都市の強み弱みの分析 等

目標設定

○MICE誘致にあたっての具体的目標の設定
・国際会議等MICEの開催件数や参加人数
・年間の立候補案件の勝率 等

適切なターゲットの絞込みと自
都市のポジショニングの設定

○マーケティング実施にあたっての対象の具体化（ターゲティング）
・分野（医学系、工学系、環境系、芸術系等）別
・参加者数、展示スペース等、規模別

○競合先との差別化のための自らのポジショニング 等

○プロモーション・認知度向上
・国／都市のMICEブランドの構築
・WEB情報のワンストップサ ビス SNSの活用 等

プロモーション戦略､ブランド戦略、
個別誘致活動 等

ﾟ 開催支援

競

・WEB情報のワンストップサービス、SNSの活用 等
○情報収集手段の強化（国際ネットワークの構築・強化）
・国際的都市アライアンスへの加盟、MICE国際団体への積極的参加

○新規案件の発掘
○ビッド活動の強化

国際的ﾈｯﾄ
ﾜｰｸの構築

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ/
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

開催支援

ビッド活動
○ビッド活動の強化
○開催支援の強化
○参加者数拡大の取組
○顧客（主催団体、会議参加者）をモチベートする価値の創造 等

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
間の連携 その他

結果・効果の検証 ○目標の達成度の定期的な測定
○開催後フォローアップの実施 等
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１．マーケティング戦略の策定・実施（１） マーケットリサーチ （顧客、競合先、自己の分析）

○誘致ターゲットの重点化 競合先との差別化 開催地としての自己の強み 弱み等を定性的○誘致ターゲットの重点化、競合先との差別化、
プロモーション手法の特定、その他のあらゆる
マーケティング活動の前提となるのが、徹底し
たマーケットリサーチ。

○我が国の都市・コンベンションビューロー（CB）

開催地としての自己の強み・弱み等を定性的、
定量的に把握する。

例）地元大学が競争力を有する分野、競争力の
ある産業分野、MICE施設、海外からのアクセス、○我が国の都市・コンベンションビュ ロ （CB）

では、顧客分析、競合先分析を中心にこうした
リサーチが十分に行われていないのが実情。

競合先との差別化の要素、開催実績 等

競合相手である主要な都市・CBのマーケティング

自己の分析
（自国/都市）

戦略等について把握する。

例）競合都市の重点取組分野、開催支援措置、
MICE施設 等

顧客である会議主催者を特定し、特性やニーズ
を把握するとともに市場分析を行う。

例）会議主催者が開催地選定にあたり重視する
ポイント（アクセス 施設のスペック 価格等） 選

顧客の分析
競合先の分析
（競合国/都市）

ポイント（アクセス、施設のスペック、価格等）、選
定のキーパーソン、顧客の主たる関心事項等

（学会・協会等）
（競合国/都市）

市場規模やマクロ／ミクロでの市場動向を把握・分析する。市場分析 市場規模やマクロ／ミクロでの市場動向を把握 分析する。市場分析

◆国際会議（C）の開催傾向
（地域別開催件数／参加者数、

セクター別開催件数／参加者数等）

例）
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今後伸びが期待される産業分野の特定
開催割合の高い会議規模（参加者数別）の特定

分析

等



１．マーケティング戦略の策定・実施（１） マーケットリサーチ ～市場分析の事例～

市場を細分化（セグメンテーション）し、その規模や有望性などを分析しつつ、自らの強み弱みの分析等とあわせて採る
べき戦略を検討する とは ケテ グの基本べき戦略を検討することはマーケティングの基本。
例えば、国際会議を分野ごとに分析した場合、その市場規模（=参加人数）や成長率は分野ごとに大きく異なる。医療
（Medical Science）分野は圧倒的な市場規模を有し、かつその成長率も全分野平均を若干ではあるが上回っており、関
係者には無視できない市場であることがわかる。また、技術（Technology）分野も大きな市場を有すると共に、成長性が
極めて高い とが分かる

建築180%

200%

主要分野別の成長性と市場規模
（参加人数ベース）

主要分野別の成長性と市場規模
（参加人数ベース）

極めて高いことが分かる。
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出所）ICCAデータベース
（2012年9月時点データ）より作成 市場規模

2011年の会議参加人数（万人）



１．マーケティング戦略の策定・実施（２） 目標設定

我が国では、政府が国際会議の開催件数を5年以内に1.5倍に増加させることを目標として設定しており、主要都市も開
催件数を目標としているところがほとんど。
他方、海外諸国・都市では、MICE誘致・開催の経済効果を主眼に、会議参加人数等を目標指標としているところが多い。
また、目標の達成状況を取組にフィードバックするためには短期的に評価が可能な指標も取り入れることが必要。

参加者 人（ 年）

オーストラリアオーストラリア

目標設定の評価指標

〇目標設定の指標は我が国では「会議開催件数」が一般

韓国韓国 ・MICE参加者：65→318万人（2018年）
・MICEの経済効果をGDPの1.5％に

コペンハーゲンコペンハーゲン

〇目標設定の指標は我が国では 会議開催件数」が 般
的だが、域内への経済効果と開催件数は必ずしも一致
しない場合がある。

〇開催件数以外には、会議参加人数、経済波及効果など
が考えられる また ステークホルダーの視点から域内

・参加者支出を79億ドル→160億ドル
（2020年）

コペンハ ゲンコペンハ ゲンが考えられる。また、ステ クホルダ の視点から域内
宿泊数などを指標に組み込む例も海外にはある。
例） ・会議開催件数

・参加人数
経済波及効果

・ビッド参加数、誘致成功件数、ホテル
宿泊数を目標として設定

オーランドオーランド

短期的な評価指標

・経済波及効果 オーランドオーランド

・ＭＩＣＥ宿泊客数を2012年⇒2014年で年2％成長
・ＭＩＣＥ宿泊客数の国内シェアを2014年に3.2％に短期的な評価指標

〇国際会議は誘致から開催まで長期間にわたる。このため、
開催結果（件数、人数等）をレビューして、取り組みに
フィードバックしようとしても遅きに失するきらい 日本の都市・CB日本の都市・CB

宿泊客数の国内シ アを 年に に
・ＭＩＣＥ客による消費額を約2.1億ドル拡大
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フィードバックしようとしても遅きに失するきらい。
〇このため、KPIの観点から短期的に評価可能な指標も必

要と考えられる（誘致成功件数、ビッド参加数等）。

本 都市本 都市

・ほとんどの都市・CBでは、開催件数のみを目標としている。
・誘致決定件数を目標指標としているところはごく一部。



１．マーケティング戦略の策定・実施（３） ターゲットの絞り込み・ポジショニングの設定①

海外のMICE誘致先進都市では①誘致競争における勝率（ビッド勝率）の向上、②限られた活動予算や人員の効率化、
③MICE開催を通じた地域 の産業振興等の理由から 特定分野を主要タ ゲ トに定め 誘致活動を展開し いる③MICE開催を通じた地域での産業振興等の理由から、特定分野を主要ターゲットに定めて誘致活動を展開している
ケースも多い。

我が国においては、こうした海外先進都市に見られるようなターゲティングが十分に成されているとは言い難く、予算・人
材の効率的な活用等に課題が存在する。

• 国際会議や展示会等のビジネスイベントの誘致・開催に
おいて 同国が強みを持つ主要産業分野に重点化

シンガポール
医療

自然科学 運輸

ターゲットを絞り
マンパワーを集中

おいて、同国が強みを持つ主要産業分野に重点化。

金融 運輸

情報技術・
環境・水

国際会議
（C）

展示会

自然科学 運輸

・深い人的ネットワーク
・ターゲットに応じた

プロモーション手法 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ
環境・水

等

（E）プロモーション手法

• ビッド勝率の低下、国際会議の誘致競争力の低下を背
景として、ターゲティングを徹底（2004年頃）。

• 過去の勝因・敗因から同市の勝率が高いと見込まれる

ロンドン市（イギリス）

医療

自然科学 運輸

多方面へのセールス
マンパワーが分散言語・文学

建築 過去の勝因 敗因から同市の勝率が高いと見込まれる
分野・案件を絞り込み。集中的に資源を投入

等医療
国際会議

（C）

自然科学 運輸

情報技術・
メディア

環境・
エネルギー

建築
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１．マーケティング戦略の策定・実施（３） ターゲットの絞り込み・ポジショニングの設定②

MICE誘致の競争力を確保するためには、限られた誘致リソース（予算、人材等）の投入対象の重点化（ターゲティング）誘 競 、限 誘 算、 象
や、競合先を見据えた自己の差別化を行っていくことが必須となる。
各国のMICEビジネス関係者を対象とした調査では、「競合先との差別化」や「ターゲット産業の絞り込み」に強い問題意
識を有していることがわかる。

競合先との差別化は、言い換えれば開催都市が会議主催者・参加者に対してどのような独自の価値を与えることができ

コンベンションビューロー（CB）等にとって重要な優先事項
(世界のCB等を対象とした調査：2011年時点)

2020年において会議及び展示会へ出席を決定する際に
影響を与えると思われる要因

競合先 別化 、言 換 れ 開催都市 会議 催者 参 者 対 うな独自 価値を与 る
るかを意味する。近年、MICEビジネス関係者の間ではこうした議論が活発化している。

他との差別化

ターゲット産業等の優先付け

Web/SNS の活用

参加者の移動手法/サービスの創出

ネットワーキングの質

対象分野の 新動向

重要人物との交流機会

講演者の質の高さ

費用の削減

新たな収益源

参加者の移動手法/サ ビスの創出

参加イベントの選別

直接的な経済効果

内容の有益性・質の高さ

競合相手の動向把握
新傾向の把握

コストパフォ マンス

講演者の質の高さ

直接的な経済効果

質が高く幅広い開催支援

誘致費用インセンティブの選別

地方におけるイノベーションの推進

コストパフォーマンス

開催地への興味

新の伝聞情報

ハイテク参加型セッション

パ ソナライズされた教育

出所：Rohit Talwar, ”Convention 2020 –Key Challenges and Choices for 
Destinations and Venues ” (October 25th 2010)

誘致費用インセンティブの選別

その他

出所：Rohit Talwar, Tim Hancock), ”Convention 2020 – The Future of Exhibitions, 
Meeting and Events, Phase 1 Survey Findings,” (March 5th 2010)

パーソナライズされた教育
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Destinations and Venues,  (October 25 2010)
MICEは観光とは異なる。MICE参加者にとって重要なのは会議に

おけるネットワーキングや会議内容のクオリティ。ここでいかに差
別化が図れるかが重要課題の一つと考えられる。

MICEは観光とは異なる。MICE参加者にとって重要なのは会議に

おけるネットワーキングや会議内容のクオリティ。ここでいかに差
別化が図れるかが重要課題の一つと考えられる。

世界の都市・CB関係者は、ターゲットの絞り込みや、
競合他都市との差別化に強い問題意識を有している。
世界の都市・CB関係者は、ターゲットの絞り込みや、
競合他都市との差別化に強い問題意識を有している。



１．マーケティング戦略の策定・実施（４） プロモーション戦略／ブランド戦略

自らのターゲティング／ポジショニングを踏まえた的確なプロモーション／ブランディング戦略が必要。

具体的には、ターゲットとする対象分野・顧客（会議主催者、ミーティングプランナー等）に対して有効なプロモーション手
段の選択や訴求内容の検討が求められる。
MICEは一般観光（レジャー）とは顧客・内容共に異なることから、MICEとしてのブランディングが重要。海外競合国・都
市もMICEビジネスに特化したブランディング活動を行っている。

プロモーション課題の一例 ‐ SNSの活用

＜ も影響力の大きい手段： Word of Mouth（口コミ） ⇒ 各国・都市のCBはSNSを重視＞

～ICCAが各国・都市のCBに
行ったアンケート調査より～

我が国の
コンベンション都市の

ソーシャルメディア活用率
Social Media 

Corporate Profile

コンベンション都市の
ソーシャルメディア活用率

ほぼ 0％

75.6%  Facebook
64.1%  LinkedIn

ほぼ 0％
出所）
自治体・CB等の現状把握調査（観光庁）（2012）
（11月20日現在集計結果）

64.1%  Twitter
59.6%  Youtube
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出所： ICCA調査より作成

出所）Presentation at TTRA’s Global Travel Outlook Conference  on Trends 
in Destination Marketingより引用（http://www.slideshare.net/visley/trends-in-
destination-marketing-global-travel-outlook-conference）



１．マーケティング戦略の策定・実施（５） 新規案件の発掘

我が国で国際会議を開催するためには、海外競合国・都市との競争の前に、まずもって誘致に向けて立候補することが我 国 国際会議を開催するため は、海外競合国 都市 競争 前 、まずも 誘致 向け 候補する
前提。

我が国の学会・産業系団体等は総じて実力が高く、かつその数もアジア主要国の中では多く、国際会議誘致のポテン
シャルは高い。その一方、大学教員等は研究活動等に多忙であり、かつ国際会議の開催が自らの評価に直接つながら
ないことなどから、実際に立候補に至る案件は少ないのが実情。

アンバサダープログラムアンバサダープログラム

誘致競争・開催決定

海外では、研究者、産業界関係者などをCBが組織化して、国際会議誘致に向けた国内関連活動に力を入れている。

海外の主要各国・都市のCBは、MICE推進のための

国内関係者をアンバサダーとして活用している。
【内容】
• MICE開催適地としてのプレゼンス向上のため、様々

誘致競争・開催決定

概要

MICE開催適地としてのプレゼンス向上のため、様々

な分野の有力者をアンバサダーに任命し、国・都市の
PRに努めてもらうと同時に、国際会議の誘致に取り

組み、開催件数アップを目指す。
• 国内の学協会・産業界へのMICEの重要性に関する

立候補
国際会議を誘致する実力のある
国内団体は多いが、

国内の学協会 産業界 の の重要性に関する

啓蒙活動。立候補への働きかけ。
【対象】 大学教授、研究者、地元産業界のリーダー
【アンバサダーの人数】 20名程度～数千名

・多忙で対応が困難
・会議誘致が自身の評価につながらない
・会議誘致の経験・ノウハウがない

海外では、コンベンションビューローが主導して、大学・産業界の
関係者をインボルブして国内・海外関係者に働きかけている。

等の理由から実際に立候補・誘致に
至る案件は少ない

我が国 は 海外 バサダ プ グ ム よう
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国内の学協会・産業界 日本の
状況

・我が国では、海外のアンバサダープログラムのように
大学教授・産業界の関係者を組織化して協力を仰ぐ
事例はほとんどない。



厳しいグローバル競争に打ち勝ち 大限の誘致成果を図っていくためには、様々なマーケティング要素について中長期
的な視点に立 た戦略立案を行い 着実に実施し いく とが必要

１．マーケティング戦略の策定・実施（６） マーケティング戦略の策定事例

的な視点に立った戦略立案を行い、着実に実施していくことが必要。
コペンハーゲンでは、コンベンションビューローであるWonderful Copenhagen が、1995年から3年ごとにMICEマーケ

ティング戦略を策定している。徹底したマーケットリサーチの下で、ターゲット市場・対象の明確化、競合都市との差別化、
ターゲットに応じたプロモーションの徹底等、中長期的視野にたった明確な戦略を構築・実施している。

うした戦略的な ケテ ング活動を実施した とにより 過去3年間でビ ド参加数 誘致成功件数の双方を倍増させ

Wonderful Copenhagen (WoCo) のMICEマーケティング戦略Wonderful Copenhagen (WoCo) のMICEマーケティング戦略

こうした戦略的なマーケティング活動を実施したことにより、過去3年間でビッド参加数、誘致成功件数の双方を倍増させ
ることに成功している。

1995年 都市のMICE関連産業の業界団体“M ti l ” が設立されたことを

背
景

• 1995年、都市のMICE関連産業の業界団体“Meetingplace” が設立されたことを
きっかけに策定。

• なお、MICE予算の内、約40%以上が“Meetingplace” メンバー(産業界）から提

供されていることから、団体ボードメンバーに戦略の内容に関する報告・承認を
得るスキームとなっている。 我が国の現状我が国の現状

海外の先進的な都市・CB
のような戦略的 体系的な

• ターゲットMICE分類・分野
国際会議と、国際的な企業ミーティング（CとM）
医療、医薬品、生命科学、IT、グリーンテクノロジー

• マーケティング活動のターゲット・プロモーションのあり方

マ
ー
ケ
テ のような戦略的・体系的な

マーケティング計画を策定
している例は我が国の都
市・CBではほとんど無い。

地元の大学教授、医師等の有識者：アンバサダーに任命し、国際会議誘致へ
の立候補を促すための支援（ビッドに係る手続きを代行）を提供
国際的なPCOや協会：MICE専門見本市への参加、セールスビジット、視察
の受入れ等を実施

• KPI －ビッド参加数、誘致成功件数、誘致成功案件の参加者総数・ホテルの宿

テ
ィ
ン
グ
戦
略KPI ビッド参加数、誘致成功件数、誘致成功案件の参加者総数 ホテルの宿

泊数を設定し、業界団体に成果を報告。
例： 2010年目標：ビッド数 95、誘致成功件数 47

2012年目標：ビッド数 120、誘致成功件数 60
公共セクターには、経済波及効果、雇用創出効果、税収増加効果も算出。
• 戦略は3年ごとに策定しており 毎年 戦略に基づいた具体的なアクションプラン

略
（ポ
イ
ン
ト
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成
果

• 戦略に基づき行動したことで、過去3年間でビッド参加数、誘致成功件数の双方
を倍増させることに成功

• 戦略は3年ごとに策定しており、毎年、戦略に基づいた具体的なアクションプラン
を設定

ト
）



２ MICE推進体制の構築２．MICE推進体制の構築
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２．ＭＩＣＥ推進体制の構築（１） 人材・体制①

MICE誘致先進都市では、コンベンションビューローにおいて専門人材を長期的に育成しており、MICE誘致競争力の源誘 、 長期 、 誘 競
泉の一つとなっている。

一方、我が国のコンベンションビューローの多くでは、外部人材も含めたローテーション人事が一般的で、専門人材が育
たないだけでなく、MICE誘致活動で極めて重要な主催者やキーパーソン、業界関係者とのネットワーク形成が進んでい
ないという課題を有している。

• コンベンションビューロー（ Wonderful Copenhagen ）のスタッフ
は全90名 内MICE分野のスタッフは15名

コペンハーゲン市（デンマーク）

• コンベンションビューロー（ Seoul Convention Bureau ）のスタッフ
ＭＩＣＥ担当者は正社員7名 パ ト10名の計17名

ソウル市（韓国）

は全90名、内MICE分野のスタッフは15名。

• ＭＩＣＥ分野のスタッフは、それぞれ以下の専門分野を担当。
医学（マネージャー3名）
IT（マネージャー1名）

ＭＩＣＥ担当者は正社員7名・パート10名の計17名。

• 組織変更が行われた2008年以前は、ソウル市やMICE施設運営
会社からの出向者を中心としたメンバーで活動を行っていた。

• しかし、2-3年で人事ローテーションが実施され、専門知識が蓄積
その他科学技術系（マネージャー1名）
人文、歴史、芸術、デザイン（マネージャー1名）
経済、金融、法学（マネージャー1名）

• 「コンベンションビューローのスタッフは、各分野における国際的な

せず、ネットワーク形成も進まないことが問題視されていた。

• 組織変更が行われた2008年からは、出向制度を廃止し、PCO出
身者等の専門人材7人をヘッドハンティングし正社員として雇用。

• 主催者やキーパーソンとの継続的なコミュニケーションが可能とコン ンションビュ ロ のスタッフは、各分野における国際的な
ネットワークを持つことが非常に重要」との認識から、人材のロー
テーションは行わず、特定分野を長期に渡って担当している。

主催者やキ パ ソンとの継続的なコミュニケ ションが可能と
なった。

経験・ネットワークを有する専門人材で組織を形成。経験 ネットワ クを有する専門人材で組織を形成。
長期にわたり特定分野を担当することにより、主催者等とのネットワーキング、継続的なコミュニケーションを実現。
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＜日本のコンベンションビューローの典型的体制＞
・自治体・民間企業等からの出向者が多く、人事ローテーションは約2年。
・プロパー職員も一般観光部門へ異動することも多く、専門家が育ちにくい。結果として、顧客等との人的ネットワークも希薄。



「MICE部門に従事する職員数」の定義は各国で異なる点に留意。

２．ＭＩＣＥ推進体制の構築（１） 人材・体制②

世界の各都市のMICE人員比較世界の各都市のMICE人員比較

国・都市により、職員数はさまざまだが、オーランドやニューオーリンズでは、30名規模の職員がMICEに従事。
国内都市において、MICE部門に従事する従業員数が10名以上配置されているところは無い。

日本国内都市・コンベンションビューローのMICE人員日本国内都市・コンベンションビューローのMICE人員

調査対象 MICE部門に従事する職員数

London & • Convention Bureau Teamの正規

世界の各都市のMICE人員比較世界の各都市のMICE人員比較 日本国内都市 コン ンションビュ ロ のMICE人員日本国内都市 コン ンションビュ ロ のMICE人員

自治体 ＜国際会議統計2010より外国人参加者数上位9都市＞

課総員数 都市数 うちMICE担当 都市数

ロンドン
London & 
Partners

• Convention Bureau Teamの正規
職員：9名

• MICEに関する本部の正職員：35名

• コンベンションセールス：9名、ビジ

30人以上 0 30人以上 0

25人以上30人未満 1 25人以上30人未満 0

20人以上25人未満 3 20人以上25人未満 0

15人以上20人未満 1 15人以上20人未満 0

オーラン
ド

Visit Orland
ネス振興：6名、戦略的パートナー
シップ：3名、ディスティネーション
ミーティングサービス：10名、コンベ
ンションマーケティング：3名、顧客

10人以上15人未満 3 10人以上15人未満 0

5人以上10人未満 0 5人以上10人未満 1

5人未満 0 5人未満 7

イベントチーム：4名

ニュー
オーリン

New Orleans 
Convention & 

• Convention Sales部門：32名（シカ
ゴ事務所に2名、ワシントンDC事務
所に2名、ニューヨーク事務所に1名

コンベンションビューロー

全職員数（役員含む） 団体数 うちMICE担当 団体数

60人以上 1 60人以上 0
50人以上60人未満 3 50人以上60人未満 0

ズ Visitors Bureau 駐在）

• Convention Services部門：6名

出所）各都市コンベンションビューローホームページより作成

50人以上60人未満 3 50人以上60人未満 0
40人以上50人未満 1 40人以上50人未満 0
30人以上40人未満 3 30人以上40人未満 0
20人以上30人未満 1 20人以上30人未満 0
10人以上20人未満 0 10人以上20人未満 1

15※専任の場合は1名、他業務と兼任の場合は0.5人としてカウント

出所）観光庁「自治体・コンベンションビューロー等の現状把握調査(2012)より作成

10人以上20人未満 0 10人以上20人未満

5人以上10人未満 0 5人以上10人未満 7
5人未満 0 5人未満 1



２．ＭＩＣＥ推進体制の構築（２） 予算・財源の確保 ～ＭＩＣＥ関連予算～

海外の主要なコンベンション都市は、総じて日本より多くの予算を確保し、各種マーケティング活動を活発に展開している。
財源は地方公共団体からの交付金 会員からの会費収入等 様々な形態がある

都市 組織名
MICE関連予算※1

財源は地方公共団体からの交付金、会員からの会費収入等、様々な形態がある。

世界の各都市のMICE関連予算比較世界の各都市のMICE関連予算比較

都市 組織名
現地通貨 日本円換算※2

ソウル市 Seoul Convention Bureau 約52億ウォン 約3.8億円

済州道 Jeju Convention & Visitors Bureau 約15億ウォン 約1.1億円

香港 Hong Kong Tourism Board 約3,900万香港ドル 約4.1億円

シドニー市 Business Events Sydney 約800万豪ドル 約6.7億円

ロンドン市 London & Partners 約490万ポンド 約6.3億円

コペンハーゲン市 Wonderful Copenhagen 約300万ユーロ 約3.1億円

オーランド市 Visit Orlando 約970万ドル 約7.8億円

トロント市 Tourism Toronto 約770万ドル 約6.2億円

※1 ：文献調査及びヒアリング調査で把握できた直近（2012年（度）あるいは2011年（度））のMICEに特化した予算額
※2 ：2012年11月時点の概ねの為替レートで計算 1ウォン＝0.074円、 1香港ドル＝10.45円、 1豪ドル＝84円、 1ポンド＝128円、 1ユーロ＝103円、 1ドル＝80円

日本国内コンベンションビューローのMICE関連予算日本国内コンベンションビューローのMICE関連予算 ※集計対象：国際会議統計2010より外国人参加者数
上位9都市（うち1都市は非公開）

100万円未満 0団体

100万円以上 500万円未満 1団体

上位9都市（うち1都市は非公開）

1,500万円以上 2,000万円未満 1団体

2,000万円以上 3,000万円未満 2団体
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500万円以上 1,000万円未満 1団体

1,000万円以上 1,500万円未満 0団体

出所）観光庁「自治体・コンベンションビューロー等の現状把握調査(2012)より作成
※人件費・旅費等運営管理費は除く

3,000万円以上 5,000万円未満 2団体

5,000万円以上 1億円未満 1団体

1億円以上 0団体



２．ＭＩＣＥ推進体制の構築（３） ステークホルダー間の連携

MICEの誘致・開催に当たっては 日本側誘致団体（学会 産業団体等） 地元自治体 コンベンションビューローはもとよMICEの誘致・開催に当たっては、日本側誘致団体（学会、産業団体等）、地元自治体、コンベンションビュ ロ はもとよ
り、ホテル、旅行業者、産業界、大学・学会、MICE施設、PCO、近隣自治体、国その他数多くのステークホルダーが存在。

誘致・開催の様々な局面で、こうしたステークホルダーの連携が求められており、海外においても様々な連携がなされて
いる。MICE誘致は都市間競争であり、関係するステークホルダーが一体となって開催地のマーケティング（デスティネー
ション・マーケティング）に積極的に取り組んでいるション・マ ケティング）に積極的に取り組んでいる。
我が国における関係者の連携はまだ不十分な面も多く、一層の強化や新たな取り組みが求められている。

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰと
病院の連携

ヒ ストンCBVと

市と大学の連携

仙台市と東北大学

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰと
地元産業界の連携

オスロCVBと産業界ヒューストンCBVと
テキサスメディカルセンター

【背景】

仙台市と東北大学

【背景】

・教育研究機関が集積する「学都」として
の強みを生かす

震災以降低迷する交流人口の回復 及

【背景】
・1992年に市の管理から運営形態
を変更。

オスロCVBと産業界

・新しい医療都市の台頭
・医療分野の国際的な競争

【連携内容】

・震災以降低迷する交流人口の回復、及
び風評被害払拭のため、コンベンション
推進に注力

【連携内容】

【連携内容】

・コンベンションビューローを地元産
業界が実質的に運営。
地元産業界 社がC 株・誘致対象とする医学会を共同で検討

・共同でプロモーション
・共同でPCOを選定
・アンバサダープログラムの実施

【連携内容】

・コンベンション誘致に向け、仙台市と東
北大学が協力協定を締結。

・コンベンションの誘致・開催に関する情
報や人的資源 知的資源の活用

・地元産業界の150社がCVBの株

主となり運営ボードを構成。市は運
営には公的には関与しない。（CVB
のCEOは地元ホテルから）

運営資金は 市から 拠出 株主
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報や人的資源、知的資源の活用

・コンベンションの誘致・開催のための環
境整備

・運営資金は、市からの拠出、株主
メンバーからの拠出、自主事業の
利益で手当。



３ 受入環境等３．受入環境等
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３．受入環境等（１） ＭＩＣＥ施設

国際会議場や展示場等の施設整備が、MICE誘致競争に大きな影響。アジア主要国がグローバルニーズにマッチした
MICE施設の整備を積極的に進め いると ろ 我が国はそうした動きに立ち後れ あるのが現状

１．競合国のMICE施設整備

・近年、①国際会議場と展示場の一体整備、②展示場規模の大
大規模の会議

MICE施設の整備を積極的に進めているところ、我が国はそうした動きに立ち後れつつあるのが現状。

アジア主要国の国際会議場・展示場アジア主要国の国際会議場・展示場

型化、③アフターコンベンション機能も含めた複合施設化がグ
ローバルスタンダードとなりつつある。

・韓国、中国、シンガポール等のアジア競合国は、こうしたニー
ズを取り込んだ施設整備を

国 施設名
大規模の会議

場の収容人数
総展示面積

東京国際フォーラム
（会議場）

5,012人 5,000㎡

積極的に推進する一方、
我が国は立ち後れ。

日本

東京ビッグサイト（展示場） 1,000人 80,660㎡

パシフィコ横浜
（会議場・展示場）

5,002人 20,000㎡

韓国（ソウル） COEX

１）会議場、展示場、宿泊施設等からなる一体的MICE施設の

２．我が国MICE施設の課題

国立京都国際会館
（会議場）

1,840人 3,000㎡

大阪国際会議場（会議場） 2,754人 2,600㎡

COEX（会議場） 7 000人 36 007㎡
１）会議場、展示場、宿泊施設等からなる 体的MICE施設の

不足
２）会議施設の展示規模不足
３）稼働率が高く予約が取りづらい首都圏MICE施設
４）大規模会議場、多数の小規模会議室を有する施設の不足

韓国
COEX（会議場） 7,000人 36,007㎡

KINTEX（展示場） 6,000人 108,049㎡

ｼﾝｶﾞ

Suntec Singapore
（会議場・展示場）

10,000人 22,600㎡

３．施設整備にあたっての課題

・MICE開催の経済効果は、幅広い主体に及ぶ一方、施設
単独での採算確保は困難。

４）大規模会議場、多数の小規模会議室を有する施設の不足 ｼﾝｶ
ﾎﾟｰﾙ

（会議場 展示場）

Marina Bay Sands
（会議場・展示場）

11,000人 31,750㎡

北京国家会議中心
（会議場）

5,700人 35,000㎡単独での採算確保は困難。

・海外では、特定財源の確保や民間資金の拠出など、新た
なファイナンススキームを構築している事例もある。

中国
（会議場）

広州琶州展示場（展示場） 不明 338,000㎡
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クベ 諸外国では 宮殿や美術館などが

３．受入環境等（２） ユニークベニュー、ＷｉＦｉ等の受入環境整備 等

海外 は 環境が整 る とは タ ダ ドユニークベニュー： 諸外国では、宮殿や美術館などが、
MICE開催時のセレモニー、レセプション等に積極的に活

用されている。我が国には、神社仏閣を始めとした歴史
的建築物、美術館・博物館等が数多く存在するが、本来
の目的以外に活用することは難しいのが現状

WiFi：海外ではWiFi環境が整っていることはスタンダード。一
方、日本のMICE施設・ホテルには、有線回線対応であるとこ
ろが少なくない。

そ 他 空港到着時 C 参加者用優先 会場まの目的以外に活用することは難しいのが現状。

＜ユニークベニュー活用に際しての課題＞
○ MICEの意義・効果が十分に認知されていない
○ 収入増や知名度向上等 メリ ト の認識不足

その他： 空港到着時のMICE参加者用優先レーン、会場ま
での多言語による案内表示、ボランディアの活用等

○ 収入増や知名度向上等、メリットへの認識不足
○ 飲食の可否、時間外の利用、騒音等、商品化に

際しての課題
○ 特に公的施設において‐公平性に関する課題

＜ルーブル美術館の例＞
年 件数 約 件 ベ を開催・年間利用件数：約100件のイベントを開催
主に企業のパーティーや表彰イベントに利用され、国際学会のアフ
ターコンベンションパーティーでも年間5～10件程度の利用がある。

・対象スペース：5箇所
貸出料金例・貸出料金例：
ナポレオンホール＝立食3,000人までの利用、680万円／日

・貸出による売上額：約3億円／年
※2011年10月現在の価格1€=100円で換算
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＜参考資料＞＜参考資料＞

・観光立国推進基本計画（抜粋）観光立国推進基本計画（抜粋）

・観光庁が行っているMICE関連事業の概要
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＜参考＞ 観光立国の実現に関する目標(観光立国推進基本計画より抜粋)

第３ 観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

２－３ 国際会議等のＭＩＣＥ分野の国際競争力強化

・国際会議や展示会、イベントなどのＭＩＣＥ (=Meeting, Incentive, Convention, Exhibition
) は 地域経済 与える経済波及効果 大きさ ビジネ 機会やイ ベ シ/Event) は、地域経済に与える経済波及効果の大きさ、ビジネス機会やイノベーションの

創出効果等、幅広い経済的意義を有することから、我が国経済にとって欠くべからざる成長
要素であるとともに経済インフラでもある。近年、アジア主要国等がこうしたＭＩＣＥの意義に
注目し 国際的な誘致 開催競争が激化しており 結果として我が国の競争力が相対的に注目し、国際的な誘致・開催競争が激化しており、結果として我が国の競争力が相対的に
低下しつつあるとも懸念されている。

今後 我が国が厳しい国際競争に打ち勝っていくためには・今後、我が国が厳しい国際競争に打ち勝っていくためには、

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
③ＭＩＣＥ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。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。
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＜参考＞ 平成24年度観光庁事業 マーケティング関連調査

MICE誘致促進のための政策検討、マーケティング戦略策定に当たり必要となる、海外及び国内の

MICE市場の現状把握のため、今年度以下の各種調査を観光庁で実施中。

●マーケティング分析と関連事業評価調査

①海外のMICE主催者・関係者のニーズ把握（アンケート・ヒアリング）
②海外のMICE関連産業の現状把握（文献・ヒアリング）
③海外の競合国・政府観光局・都市の戦略的取組の把握（文献・ヒアリング）③海外 競合国 政府観光局 都市 戦略的取組 把握（文献 アリング）

●MICE参加者への動向調査
目的： MICE参加者の国内における消費動向、行動範囲や日本への満足度の把握
期間： 10月10日から1ヶ月

●日本側主催団体の国際会議誘致意向調査

目的 誘致の可能性のある国際会議の掘り起こし 及び誘致の意思のない主催者に対してはその阻害要因の把握

※観光庁、JNTO、JCCBで共同実施

期間 10月10日から1ヶ月
内容： 東京・大阪の25ホテルに協力いただき、外国人宿泊者を対象とするアンケート調査を実施

●自治体・コンベンションビューロー実態把握調査

目的： 誘致の可能性のある国際会議の掘り起こし、及び誘致の意思のない主催者に対してはその阻害要因の把握
内容： 国内の約6,500の学術団体等を対象に、国際会議の開催意向について調査を実施

●M・I市場基礎調査（仮称）（予定）

目的：国内のコンベンション都市、及びコンベンション推進機関（約50ヶ所）の現状把握
内容：国内のコンベンション都市を対象にアンケート調査を実施

●M I市場基礎調査（仮称）（予定）

①世界におけるM・I市場規模や開催による経済効果の把握
②海外のM・I主催者・関係者の日本に対する開催ニーズ把握（メディアアンケート・ヒアリング）
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＜参考＞ 平成24年度観光庁事業 海外ＭＩＣＥ見本市出展事業

海外の主要なMICE専門見本市にブース出展し、MICE開催国としての日本のPRの他、コンベンション

ビューローやサプライヤー等の共同出展者の商談をサポート。

【２４年度 出展見本市】

○ IMEX（フランクフルト） 会期：5月22日～5月24日

【EIBTM-ホステッドバイヤー向けEmailNews Letterへの広告掲載】

○ CIBTM 2012（北京） 会期：9月12日～9月14日

○ IMEX America （ラスベガス） 会期：10月9日～10月11日

○ EIBTM 2012（バルセロナ） 会期 11月27日 11月29日○ EIBTM 2012（バルセロナ） 会期：11月27日～11月29日

【IMEX プレスイベントの様子】

【日本ブース活動内容】
○ 商談
○ プレス向イベントの実施○ プレス向イベントの実施
○ Japan Discovery Hour （ハッピーアワー）実施
○ 呈茶デモンストレーション （IMEXのみ）

○ 見本市出展を活用したプロモーション事業
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○ 見本市出展を活用したプ ション事業
- 会期中に配布される「Daily News Paper」への広告掲載
- プレスセンターのスポンサーシップ
- ホステッドバイヤー向けＥｍａｉｌ News Letterへの広告掲載 等



＜参考＞ 平成24年度観光庁事業 ＭＩＣＥ人材育成事業

○スキルレベルに合わせた研修や国際的認証取得支援を通じて、将来の日本のMICE界をリードする人材を育成する。○スキルレベルに合わせた研修や国際的認証取得支援を通じて、将来の日本のMICE界をリ ドする人材を育成する。

○自治体・CB等をはじめとしたMICE誘致主体のマネジメント層を対象としたシンポジウムの開催を通じて、各都市内にお

けるMICE誘致のマーケティング戦略の高度化や予算、人材等の取組み体制の強化を促進する。

①国内研修 ＜実務者（初～中級）向け＞

・日程：2012年12月13～14日
・場所：東京国際フォーラム
・募集人数：30名程度

※募集中 （～11月30日（金）〆切り）

②海外研修 ＜実務者（中～上級）向け＞

・対象：CB、PCO、施設、ミーティングプランナー、ホテル、旅行会社等の誘致実務担当者
・内容：１日目：講義、２日目：ビッドプレゼンテーションのグループ演習

セミナー・研修名 開催日程 開催地

表：平成24年度海外研修派遣先

・日程：右表のとおり
・募集人数：8名
・対象：CB、PCO、施設、ミーティングプランナー、ホテル、エージェント等誘致実務担当者
・内容：MICE関連国際団体等が開催する総会・研修等へ派遣（観光庁が費用を一部負担）

セミナ 研修名 開催日程 開催地

1 MPI World Education 
Congress

2012年7月28日
～7月31日

ｾﾝﾄﾙｲｽ
(米国)

2 51st ICCA Congress 2012年10月20日
～10月24日

ｻﾝﾎｱﾝ
(ﾌﾟｴﾙﾄﾘｺ)

③CMP受験支援 ＜実務者（上級）向け＞

・支援対象：2013年第1クォーターCMP試験（2013年1月下旬実施予定）
・募集人数：8名
・対象：CB、PCO、施設、ミーティングプランナー、ホテル、エージェント等誘致実務担当者

3
IAPCO Seminar on
Professional Congress 
Organization

2013年1月19日
～1月24日

ｴﾙﾏﾂｨﾝｹﾞﾝ
(ｽｲｽ)

4 IAPCO
Meeting MasterClass

2013年1月21日
～1月24日

ｴﾙﾏﾂｨﾝｹﾞﾝ
(ｽｲｽ)

・内容：MICE業界における国際認証の一つであるCMP認証試験の受験支援、勉強会実施
Meeting MasterClass ～1月24日 (ｽｲｽ)

④MICEシンポジウム in 九州／関西＜マネジメント層向け＞

・日程：2013年1月23日（予定）
場所 福岡市内

・日程：2013年2月13日（予定）
場所 大阪市内
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・場所：福岡市内
・対象人数：150名程度

・場所：大阪市内
・対象人数：150名程度

・対象：自治体（県・市） 、CB、MICE業界関連企業、商工会議所、JETROなどのマネジメント層、マスコミ、一般参加者 等。
・内容：MICE開催意義の普及・啓蒙、マーケティング戦略の重要性、誘致成功事例の紹介、ユニークベニューの活用事例（予定）等。



＜参考＞ 平成24年度観光庁事業 ＭＩＣＥリーダーズシンポジウム

MICEリ ダ ズシンポジウムMICEリーダーズシンポジウム
～激化する国際的なMICE誘致競争の中で我が国が求められる対応を探る～

日時 平成24年12月12日（水）13:00～16:30（開場12:30） 東京国際フォーラム展示棟内セミナー会場

都市、コンベンション推進機関、産業界のシニアマネジメント層

会場

対象 参加費無料参加費無料
※日英同時通訳があります

1. 13:00-13:15 講演「MICEの意義とその推進へ向けた課題」 井手憲文

2. 13:15-14:00 基調講演②「MICE誘致における各国・都市の取組とその戦略」 Gary Grimmer

14:00-14:10 ＜休憩＞

プログラム

英 通訳 あ す

3.    14:10-14:55 ケーススタディ①「ウィーンコンベンションビューローの活動」 Ulrike von Arnold

4.    14:55-15:25 ケーススタディ②「IMF・世銀総会の経験から」 仲 浩史

15:25-15:35 ＜休憩＞

5 15:35 16:20 パネルディスカッション「世界から見た日本のMICE市場と課題」5.    15:35-16:20 パネルディスカッション「世界から見た日本のMICE市場と課題」

パネリスト： Ulrike von Arnold Martin Winter Noor Ahmad Hamid 川島久男
モデレーター：高見牧人

16:20-16:30 ＜質疑応答＞

登壇者
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＜参考＞ 平成25年度概算要求

○国際会議等のMICEの誘致・開催の推進は、①経済波及効果、②ビジネス機会の創出・イノベーションの創出、③都市の競争力・ブランド＜背景＞ ○国際会議等のMICEの誘致 開催の推進は、①経済波及効果、②ビジネス機会の創出 イノ ションの創出、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。アジア諸国等がMICE誘致に官民を挙げて取り組む中、我が国の国際競争力は相対的に低下傾
向。

＜背景＞

施策

○海外の競合先は、市場/競合先等の分析から、ターゲティング、プロモーション・誘致活動等に至る総合的なマーケティング戦略に基づく
効果的なMICE誘致を進めており、我が国も都市を中心としマーケティング戦略の高度化を図ることが急務。

○さらに、今まで誘致に至っていない潜在的な案件の掘り起こしについても我が国の取り組みは遅れているのが現状。

＜課題＞

誘致対象の掘り起こしマーケティング戦略の高度化

～都市のMICE誘致競争力の強化～ ～新たな需要の発掘～

＜施策＞

これまで誘致活動に至っていない国際会議等が相当数あるこ
とから、国としてあらゆる機会、手段、ネットワークを総動員し
つつ、誘致案件の掘り起こしに取り組む。

海外競合先との誘致競争に打ち勝つため、特に効果が高いと期待される都市
を対象に、試行的にマーケティング戦略の高度化のための取り組みを実施す
る。

都市のMICE誘致競争力の強化 新たな需要の発掘

●アドバイザー派遣

●マーケティング戦略の実施支援

●MICE専門見本市への出展

●メディア招請

有望市場の分析
競合先の動向分析

自都市の強み、弱みの把握

都市のマーケティング戦略

●市場/競合都市の調査分析

●地域経済波及効果測定モデルの

●誘致促進委員会の設置適切なターゲットの設定
ポジショニング

●地域経済波及効果測定モデルの

開発プロモーション計画
誘致活動、体制整備 等
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