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コンベンション推進機関、会議施設のための

国際会議誘致
ガイドブック

2013年6月、
「日本再興戦略 - JAPAN is BACK - 」が閣議決定され、
ここで「海外から日本に対し、多くの人や優れた知見、投資を呼び込み、
2030年にはアジアNo.１の国際会議開催国として不動の地位を築く。
」とい
う目標が掲げられました。また同月、観光立国推進閣僚会議にて「観光立国
実現に向けたアクション・プログラム」が決定され、ここでも「国際会議等
（MICE）の誘致や投資の促進を図ることが重要」であると謳われました。多

はじめに

くの諸外国が、国策として国際会議の誘致・開催に積極的になっている情勢
のもと、わが国は官民一体となって国際会議の誘致・開催に取り組み、この
目標を実現しなければなりません。

ひとくちに「国際会議の誘致」と言いますが、コンベンション推進機関
や会議施設等の担当者の方たちが行う国際会議誘致活動の過程は、大きく二
つに分けることができます。
前半は、「どんな国際会議を誘致するか」についてのマーケティングを行
う過程です。その都市・地域にどのような国際会議を誘致することが可能か
の検討を行い、誘致の対象となる国際会議を選定するまでを指します。
そして後半は、主催者をサポートして開催決定を獲得するまでの具体的
な実践となる活動を指します。
国際会議の誘致活動は、個別の案件に対する具体的な誘致のサポートと
いった狭義の活動から、国際会議が開催できる環境形成という広義の活動ま
でさまざまなものがあり、その戦略立案は短期的な目標と中長期的な目標に
分けて考える必要があります。

本ガイドブックは、各都市・地域に国際会議を誘致したいと考えておら
れる、コンベンション推進機関や会議施設等の担当者の方たちに役立つこと
を目的に作成しました。誘致活動のさまざまな段階に対応して、それぞれ
の戦略を立てられるように工夫し、さらに官民一体となって誘致に取り組む
協力体制の構築に関する内容も加えました。

本ガイドブックが、国際会議の誘致を担当する、各都市・地域のコンベ
ンション推進機関や会議施設等の担当者の方たちはもとより、広く国際会議
に関係する方たちの参考となることを願っております。

平成26年（2014年）
3月
観

光

庁
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1章 国際会議誘致の意義

第

本 章 の ね ら い
国際会議に関する基本的な事項を理解・確認する。

◉「国際会議」とは何か（統計における国際会議の定義）
◉ 国際会議の種類（主催者・開催周期・開催地・規模）
◉ 日本で開催された国際会議の事例
◉ 国際会議誘致の効果

［ 国際会議誘致の効果 ］

経済効果

地域の国際化

地域の広報
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国際会議誘致の意義

1 国際会議とは
ひとくちに「国際会議」といっても、その内容・規模などはさまざまである。
どのような国際会議を誘致できるのかを検討する際には、
「国際会議」について、関係者
が共通認識を持って検討を進める必要がある。
ここでは、以下の3点を示すので参考としてほしい。
（1）統計における「国際会議」の定義
（2）
「国際会議」の種類
（主催者・開催周期・開催地・規模）
（3）日本で開催された国際会議の事例

（1）統計における「国際会議」の定義
主な「国際会議（国際コンベンション）
」の統計としては、下記の2つの団体が発表してい
るものがある。
その統計基準には共通する点も多く、
「国際会議」の定義として参考となる基準である。

①「JNTO コンベンション統計」
発行：日本政府観光局
（JNTO）
（独立行政法人 国際観光振興機構：Japan National Tourism Organization）

日本政府観光局
（JNTO）

海外における観光宣伝、外国人観光客に対する観光

（独立行政法人 国際観光振興機構）

案内その他外国人観光客の来訪促進に必要な業務を
効率的に行うことにより国際観光の振興を図ること
を目的に1964年に設立された。

事業内容

◆ 外国人観光客の来訪促進・受入対策
◆ 国際観光に関する調査および研究・出版物の刊行
◆ 国際会議などの誘致促進、開催の円滑化
◆ 通訳案内士試験の実施に関する事務代行
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②「ICCA 統計」
発行：ICCA（国際会議協会：International Congress & Convention Association）
ICCA（国際会議協会） 国際会議の振興を目的にコンベンション関連機関や専門家が設立し
た国際機関。国際会議の情報収集、提供を行う。また、会議開催実績・
予定を網羅したデータベースは、その利用価値において高く評価さ
れる。1964年設立。本部はアムステルダム。

③「UIA 統計」
発行：UIA（国際団体連合：Union of International Associations）
UIA
（国際団体連合） 1907年にベルギー・ブリュッセルにおいて設立された非営利・非政
府の団体。6万を超える組織団体等に関わる情報の調査・収集・分
析を行っている。国際会議統計を例年6月に発行。
※ 国際会議のデータベースについては「第2章 第1ステップ〈2〉国際会議に関する情報収集」に記述

これらの統計によれば、
2012年に日本で開催された「国際会議
（国際コンベンション）
」は、
JNTOコンベンション統計で2,337件、UIA統計で731件である。
［ 表1-1 国際会議（国際コンベンション）の定義 ］

JNTO コンベンション統計
下記の条件を
すべて満たすもの
国際機関・国際団体
（各国支部を含む）
主 催 者

または、

ICCA 統 計
同

左

UIA 統計
主催者・後援者によって基準が異なる。

3カ国以上を
ローテーション
する国際機関

主催・後援

国家機関・国内団体

①国際機関・国際
団体の本部が
主 催 また は 後
援した会議

②UIAにより主催者が
「国際機関・国際団体
ではない」
と判断した
会議

（民間企業以外）

総参加者数

50人以上

50人以上

※1
総参加者数

50人以上

300人以上かつ主催国
以外の参加者が全参加
者の40％以上

参 加 国

日本を含む3カ国以上

−

※2
参 加 国

3カ国以上

5カ国以上

開催期間

1日以上

定期的に開催

※2
開催期間

1日以上

3日以上

※1 総参加者数の条件に満たない場合でも展示会が併設されている場合は、
参加者数の条件を満たすものとする。
※2 参加国数および開催期間について、UIAで確認がとれなかった場合は、各国が基準に合致するものとして報告した会議
は統計に計上する。
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（2）国際会議の種類
「国際会議」は、サミットのような首脳会議から、学術集会・研究会、業界団体の年次総
会まで、その種類・規模はさまざまである。
ここでは、いくつかのカテゴリーごとに、国際会議の種類を整理し、誘致を検討する際
のポイントを紹介する。

① 主催者
主催者は以下のように分類される。国際会議の誘致活動は、一般的に各会議の「主
催者」に対して行う。

［ 表1-2 主催者による分類 ］
主催者の区分

例
（案件事例）

官公庁
Public

政府間協議
（サミット、APEC首脳会議）

加盟国･団体の協議、調整会議
国際機関

学会

（国連防災、COP3、ITU全権委員

ポイント
●政治・経済等、政府間の調整を行うもの。
●政府が取り組む重要事項についての協議等。
●加盟国・団体が、各テーマについて協議し、
取り組みを決定する。

会議）

●年次総会として、開催されることも多い。

学術集会や研究発表会

●年次総会等、定期的に開催。

（国際本部） （第○回世界□□□学会総会）

●テーマごとに必要に応じて開催。
●アカデミックもしくはテクニカルな内容が

Association
業界団体
（国際本部）

業界団体の年次総会や、
テーマごとの発表会
（第○回世界□□業協会年次総会）

多い。
●世界大会のほか、アジア、欧州等の地域別
会議が開催される場合が多い。

（参考）
企業主催の「国際会議」は、
「社内ミーティング」や「インセンティブ」としてあげられることが多い。
ディーラーズミーティング、支店
Corporate

企業

長会議、カスタマーズイベント、
インセンティブミーティング
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●企業が目的に応じて関係者を集めて行う
会議等。
●顧客を対象としたセミナー･イベント等。

② 開催周期
１年〜４年程度の周期で定期的に開催されるものが多い。
規則性のあるものは、過去の開催歴をふまえた中長期の計画を立て、効率よく誘致
の準備を行う。
［ 表1-3 国際会議の開催周期 ］
開催周期

ポイント

毎年開催

●年次総会として開催される。

隔年または複数年周期

●会議によって開催周期が異なる。開催周期を検討し、日本開催の可能性がある
開催時期を調べる必要がある。
●必要に応じて会議の開催が決定される。
●開催決定から開催日まで１年未満の短期間であることも多い。
できるだけ早期の段階で情報をキャッチし、主催者にコンタクトを取ることが
必要である。スピードが誘致成功の重要な要素の１つになる。

不定期

③ 開催地
開催地は、以下のようなパターンで決定される。これまでの開催地とその決定理由、
日本開催の可能性を把握する必要がある。
［ 表1-4 開催地決定のパターン ］
開催地決定パターン

ポイント
●機関、団体の加盟国の都市のいずれかで開催される。

世界持ち回り

●アメリカ（北米、南米）、ヨーロッパ、アジア・オセアニア等の地域ごとに開催
周期が決められている。地域ごとの開催周期が特にない場合でも、同地域が連
続しないよう配慮されることが多い。
●国・地域での開催周期が定められている場合もある。
（「2回の米国開催のあと、1回をそれ以外の国で開催」等）

地域内持ち回り

●アジア太平洋、アジア・オセアニア、東アジア、ASEAN等、それぞれの主要参
加国間で持ち回りとなる。

参加国での持ち回り

●参加国の輪番制で開催される。（G8サミットや日中韓会合等）

開催都市を固定

●国連総会、ダボス会議等

関連会合と同地域で開催

大型国際会議の
サテライト会議

●参加者の利便性や都合により、例外的に同分野の大型会議の開催地もしくはそ
の周辺地域で開催される。
（例：第8回国際エネルギーフォーラム（大阪）開催に合わせて、第121回OPEC
総会を大阪の他施設で開催）
●関連テーマの分科会として、本体会議とは別に、同国内もしくは近隣諸国で開催。
●本体会議との関連で、招聘費や集客コストが抑えられ誘致しやすい。
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④ 規模
ごく小規模なミーティングから、ポスターセッションや展示会を併催した会議、数
万人を集める大規模な会議までさまざまである。特に大規模な会議は、開催立候補地
のインフラ整備の状況により開催の可否が決まる場合も多い。
各都市で、どのような規模の会議の誘致が適当であるかを把握し、会議の規模を見
極めて、誘致活動を行うことが必要である。
［ 表1-5 国際会議の規模 ］
規模

目安となる参加者数

会議例

小規模

200人まで

中規模

200人超 〜 1,000人まで

大規模

1,000人超 〜 3,000人まで

大型学会、大会等

超大型

3,000人超

大型学会、業界団体・経営者団体の大会等

参考

国際機関の理事会や委員会、学術会議など
各種の学術会議、団体総会

サテライト会議の誘致とは？

大型国際会議の誘致となると、会場は大型会議場のある都市に限られるが、300名前後の会場が
あれば誘致の可能性があるのが「サテライト会議」
（サテライト・シンポジウムともいう）である。サ
テライト会議とは、本体会議に関連するテーマで、同時か相前後して別の会場で開かれる会議であり、
とくに学術分野で開催されることが多い。大型の国際会議になればなるほど、テーマが幅広くなり、
一つのテーマに絞ったディスカッションを行うことが難しくなるため、サテライト会議が開催される。
本体会議は何年も前に開催地が決定するのに対し、サテライト会議は日本での開催が決定した後、
関係分野の研究者がテーマを選んで開催を決める。そのため開催地の決定が比較的遅くなり、遅い
段階からでも誘致することが可能である。
【サテライト会議開催情報の入手】
・日本で開催される国際会議の準備・運営組織をホームページなどで調べる。
（組織委員会、実行委員会、プログラム委員会等）

・組織委員会、実行委員会等に、各地域の関係者が入っているかを確認。

・地域の関係者がいる場合には連絡をとり、サテライト会議開催の可能性を探る。
（次ページへ）
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■サテライト会議の特徴
・開 催 地 ： 本体会議とは異なる他の都市となることが多い。
・開催期日 ： 本体会議の前後の1〜2日程度
・参加者数 ： 100人〜300人程度
・予

算 ： 本体会議とは独立

・そ の 他 ：「公式サテライト会議」と認められるには本体会議の承認が必要となる場合が
多い。
（例）

本体会議
（東京で開催）

サテライト
会議
（仙台市）

サテライト
会議
（前橋市）

サテライト
会議
（静岡市）

■サテライト会議の例
IUBMB2006
（国際生化学・分子生物学会議） IGU2013
（2013年京都国際地理学会議）
日程

開催地

日程

開催地

6/18-23

京都

8/4-9

京都

1

6/15-16

仙台

1

8/1-4

奈良

2

6/15-16

東京

2

7/31-8/4

別府・宮島・岡山

3

6/15-17

淡路島

3

7/31-8/3

北海道

4

6/16

つくば

4

8/10-12

山口

5

6/16-17

熊本

5

8/9-11

岐阜・富山

6

6/16-17

鹿児島

6

8/10-12

沖縄

7

6/16-18

京都＊

7

8/8

神戸・大阪

8

6/17

京都＊

9

6/17

京都＊

10

6/24

京都＊

11

6/25-26

淡路島

12

6/26-28

つくば

13

6/26-27

東京

本体会議

サテライト
会議

本体会議

サテライト
会議

＊本体会議と同じ都市でサテライト会議が開催されるケースもある。
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（3）日本で開催された国際会議の事例
国際会議は、その事業主体や目的などによっていくつかのタイプに分類される。
ここでは、国際会議の具体的なイメージを持ってもらうために、
「
（2）国際会議の種類」
のうち、主催者による分類に基づき、以下の5例について概要を示した。
① 日本政府が主催した会議
② 国連等、国際機関が主催した会議
③ 学術会議
④ 業界団体の総会
⑤ 自治体が共催した会議
これらの事例に限らず、誘致支援担当者は、主催者が何を重要視し、どのような立場で
誘致に取り組もうとしているのか、同時に、会議参加者の構成やどんな目的で会議に参
加しているのかを理解したうえで、誘致活動の計画づくりや支援活動を行わなければな
らない。
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［ 図1-1 日本で開催された国際会議事例 ］

①日本政府が主催した会議
第5回アフリカ開発会議（TICAD V）
主催

日本政府、国連、アフリカのためのグローバル連合、世界銀行
2013年5月28日〜30日
パシフィコ横浜
参加国アフリカ51カ国および日本、約4,500名以上
日本が主催するアフリカの開発をテーマとする国際会議。アフ
リカ54カ国のうち51カ国が参加し、うち39カ国は首脳が出席。

写真提供：外務省

②国連等、国際機関が主催した会議
IMF・世銀総会
主催

国際通貨基金（IMF）、世界銀行グループ
2012年10月12日〜14日
東京国際フォーラム、帝国ホテル
参加国180カ国以上、参加者11,600名
東京都・東京観光財団が準備事務局等と連携し、東京の魅力
ＰＲや円滑な総会運営に向けた支援を実施

年次総会本会議（プレナリー）

③学術会議
第23回国際血栓止血学会学術集会
主催

国際血栓止血学会
2011年7月23日〜28日
国立京都国際会館
参加国82カ国、参加者数4,600名
東日本大震災の4ヵ月後、海外から4,000名を超える参加者
を迎えて開催された。

３Dオープニング映像で被災地
の模様や日本の伝統文化を紹介

④業界団体の総会
Sibos 2012
主催

国際銀行間取引システム（SWIFT）
2012年10月29日〜11月1日
インテックス大阪
参加国137ヵ国、参加者6,200名
非英語圏では初開催。アジア太平洋地区での開催のうち過去
最大規模となった。

金融機関や金融システムのベン
ダーなど159社がブースを出展

⑤自治体が主体となり地域一体で盛り上げた会議
生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）
主催

生物多様性条約事務局、環境省、農水省、外務省他
2010年10月18日〜29日
名古屋国際会議場
参加国179か国、参加者13,000名
COP10の開催に併せて、自治体が主体となり「生物多様性交流フェア」を開催。
国内外207団体、延11万8千人の来場者を集め、地域一体で盛大に行われた。

空港でのボランティアによる
接遇
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2 国際会議誘致の効果
グローバル化に伴う国際交流の拡大と各国の MICE への取り組み
21世紀に入って、経済のグローバル化が急速に進展し、とくにアジア地域の経済成長は
著しい。
経済面のみならず、政治、行政、学術、文化等の幅広い分野においてグローバル化が進
展する中で、国家間の相互依存･協調関係はますます深まり、産学官のさまざまな分野にお
いて、価値観の共有や活発な意見･情報の交換など、国際交流のニーズが世界的に高まって
いる。
こうした中で、世界の国や都市は、国際的な知名度向上や地域経済の活性化を狙って、
国際会議の誘致･開催に積極的に取り組んでいる。日本にとって誘致競合国となるアジアに
おいても、国を挙げての取り組みがなされている。
た と え ば、 シ ン ガ ポ ー ル で は、 観 光・MICE（Meeting、Incentive、Convention、
Event/Exhibition）産 業 を推進するため、
「ツーリズム･マスター･プラン2015」を策定し、
インフラ整備や誘致･開催支援、人材育成等に財政的支援を行っている。
韓国では、
「国際会議産業育成法」
、
「展示産業育成法」を制定して戦略的取り組みを実施
するとともに、
「国際行事の誘致･開催などに関する規定」により、一定の規模以上のMICE
に対して財政的支援を行っている。
また、豪州では、政府観光局に「ビジネス･イベンツ･オーストラリア」という専門部署
を設置して、MICEの誘致活動を行っている。
以上のような海外各国･都市の取り組みにより、国際会議の誘致競争は激化しており、ア
ジア全体が活性化する中で、経済大国としてアジアを牽引してきた日本もさらなる国際的
地位の向上を目指し、国家戦略として国際会議誘致に取り組むことが急務になっている。

国家戦略としての国際会議誘致
2013年6月、
「日本再興戦略 - JAPAN is BACK - 」が閣議決定され、
「海外から日本に対
し、多くの人や優れた知見、投資を呼び込み、2030年にはアジアNo.１の国際会議開催国
として不動の地位を築く。
」という目標が明確に掲げられた。
また同月、
「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」が観光立国推進閣僚会議に
て決定され、ここでも「国際会議等（MICE）の誘致や投資の促進を図ることが重要」である
ことが明確に謳われた。
16

日本に国際会議を誘致する目的としては、第一に、各分野で世界をリードし、世界に貢
献する国際国家･日本を発信して日本のプレゼンス（存在感）を向上させることである。それ
は、日本の持つ文化、技術などいわゆるソフトパワーとその発信力の強化を目指すという
ことにもつながる。
第二に、少子高齢化が進む中で、交流人口の増加を通じて地域の活性化を図り、国際的
な知名度を向上させることである。それによって地域に自信と誇りを持たせ、地域の自立
的･持続的な発展につなげていくことを狙う。
国際会議誘致・開催の複合的な効果
以上に見てきたように、グローバル化と国際交流の拡大という世界の潮流の中で、海外
各国および各都市が国際会議誘致に積極的に取り組む動きに対抗し、日本でも国家戦略と
して国際会議誘致に取り組んでいる。国際会議の誘致･開催にはさまざまな複合的な効果が
あり、以下の3つに整理できる。
第一に、
「経済効果」である。これは、
会議の開催および参加者や関係者の来訪に伴う生産・
消費の増加など直接的な「経済効果」と、
雇用の促進や税収増といった間接的な「経済効果」
も含めた総合的な「経済効果」として捉えられるものである。
第二として、
「地域の国際化」が挙げられる。これは、海外からの参加者を迎え入れ、さま
ざまな交流を図ることによる、住民の国際感覚の養成といった効果である。また、国際会議
の受入準備段階におけるハード･ソフト両面での国際対応力の養成といったことも含まれる。
第三の効果として、
「地域の広報」がある。国際会議の誘致･開催を通して、さまざまな
地域の情報を発信することで、国際的な知名度向上という効果が見込まれる。これは今後
の観光、地域活性化の面で大きな意義を持つ。
国際会議を誘致し開催することにより、これらのさまざまな効果が複合的に組み合わさ
れて力を発揮し、地域の発展、そして日本のプレゼンス向上につながるのである。
では、以下、各効果について個別に述べていくことにする。
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① 経済効果
経済のグローバル化の急速な進展に伴い、ビジネス客、観光客、研究者、労働者、留
学生など、人的な移動や交流が世界規模で行われている。いわゆる大交流時代の到来で
ある。世界観光機関（UNWTO）の Tourism 2020 Vision という長期予測では、国際観
光客
（到着ベース）
の数は1995年から2020年にかけてほぼ3倍になり、とくに東アジア・太
平洋地域は世界の他地域に比し、観光客到着数で10％近くシェアを伸ばすと見られている。

（a）国際会議の開催に伴う経済効果
国際会議を日本で開催するということは、こういった世界的な国際観光客の移動の
一部を日本に持ってくるということである。そして国際会議の開催は、準備・開催に
伴う支出、会議参加者の旅行や宿泊など消費支出の拡大、飲食や物販など関連地場産
業の振興、会議受け入れのためのソフトやハード等インフラ環境の整備、それらに伴
う雇用の促進など、大きな経済効果を生み出す。
ICCA（国際会議協会）によれば、国際会議参加者1人の1日当たりの消費支出
は、691USドル（約69,000円）と算出されている。日本を訪れる外国人客1人の1
日当たりの旅行中消費額が11,078円（日本政府観光局発行『JNTO訪日外客消費動向調査
2007-2008』2009年3月発行より）であるという数字と比べると、国際会議参加者の支

出額はかなり大きいと言える。
なお、これらの経済効果を見る際、会議主催者や参加者が消費する額だけではなく、
これらによって誘発される1次波及効果、さらに増加した雇用者所得が新たな消費を生
み生産を誘発する2次波及効果もあることを考慮する必要がある。つまり、国際会議を
開催することにより、税収増や雇用促進などさまざまな間接的効果が生まれるのである。

（b）開催助成やインフラ整備等のコスト
国際会議を各都市・地域へ誘致し開催するまでには、国際会議開催助成制度による
財政支援やインフラの整備などさまざまな費用が発生する。
国際会議開催助成制度とは、各都市・地域で開催される国際会議に対して、財政的
支援やさまざまな物的・人的支援を行う制度である。また、インフラ整備としては、
会議場建設など公的施設の整備以外に、英語など外国語案内標識の設置、地図など外
国語情報の整備、空港や駅からのアクセスの整備などが挙げられる。
これらの費用は、国際会議が開催されることによって、将来その都市・地域にもた
らされる利益、経済効果を得るために地域で負担すべきコストとして考えられる。
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［参考事例］パシフィコ横浜による地域経済への経済波及効果測定調査
（2014年３月20日付プレスリリース）
2012年度に開催された催事の経済波及効果は、全国で約2,070億円
（対前回1.07倍）
うち横浜市内で、約

870億円（対前回1.26倍）
2013年度の延べ総来場者数は、開業以来初の400万人超の約420万人の見込み
1991年の開業以来の累計延べ総来場者数は、約6,090万人の見込み
パシフィコ横浜では、地域経済への貢献を測定するため、2012年度に開催されたＭＩＣＥによる
経済波及効果測定調査を実施いたしました。あわせて、パシフィコ横浜が存在することで、横浜市
民に、ＭＩＣＥへの参加機会を提供してきた 価値 を測定し、可視化する調査を実施いたしました。
パシフィコ横浜は、経済効果を目的とした産業インフラとしての役割のみならず、社会インフラ
としての役割を通じて、横浜市民にも貢献しています。
対地域経済
１．2012年度開催催事経済波及効果
前回調査は、リーマンショック前の2007年度に行ったのに対し、今回はアベノミクス効果が本
格化する前の経済環境下での調査であったが、対全国の経済波及効果は約2,070億円と前回調査
の約1.07倍。横浜市内の経済波及効果は、約870億円と前回調査の約1.26倍となった。
全国
①直接効果
②経済波及効果
（
）
内は、前回調査
③雇用効果
雇用者所得誘発額
④誘発税収額

神奈川県

横浜市

約940億円

約610億円

約580億円

約2,070億円
（約1,930億円）

約920億円
（約770億円）

約870億円
（約690億円）

約17,800人分
約545億円

約9,300人分
約253億円

約7,900人分
約238億円

約270億円
国税･地方税合計

約24億円
県民税・事業税・その他間接税

約14億円
主に市民税

【主な増加要因】
① 前回調査に比べ、調査対象者数が増加
（前回303万人⇒今回338万人）
。
② 市内においては、対事業所サービスや対個人サービス業の域内自給率が前回より伸長。
（添付
資料参照）
対市民
２．横浜市民が感じるパシフィコ横浜の価値
横浜市民に対して、約35億円/年の価値を提供
横浜市内にパシフィコ横浜が存在していることで、市民が時間をかけて市外まで出かけずに、
低コスト
（安い交通費等）
で高頻度に様々なＭＩＣＥに参加できるという価値（※）を測定。
※提供価値＝市民がＭＩＣＥへの参加を通じて感じる価値 − 訪問に必要な費用
（交通費＋時間価値）

19

1章

第

国際会議誘致の意義

② 地域の国際化
（a）日本を訪れた外国人が安心、
快適に過ごせる街づくりによる国際競争力の向上
外国人が国際会議に出席するために自都市・地域を訪問した際、
「いかに快適に過
ごしてもらうか」という視点から考えることが重要である。
「治安が良い」
・
「清潔で
ある」といった、日本が国際的に高い評価を得ている点を維持しつつ、会議施設や宿
泊施設、交通アクセス、料飲等の基本的な受け入れ環境をより充実したものへと整備
する。この受け入れ環境の整備＝快適さの向上が、地域の国際競争力の向上につなが
るのである。
また、
「地域が持つ個性」は大きな競争力となる。日本では、それぞれの地域が、
四季折々の美しい自然景観や文化遺産、地域に根ざした産業・技術、伝統的な食文化・
祭りなど多くの魅力を有しており、これらは日本を訪れる外国人にとって大変魅力的
なアピールポイントとなる。他にはない、自都市・地域の魅力や美観を改めて見直し、
その環境を整備することにより、その都市・地域の国際的な競争力が高まり、国際化
につながるのである。
（b）世界で通用しているルール、商習慣、ビジネスマナーを理解する環境の形成
国際会議の開催にあたっては、受け入れ都市・地域の会議施設や宿泊施設、視察訪
問先などではそれぞれの担当者が、会議主催者や国際本部の考えや要望を聞き、会議
を成功させるために準備を進める。その過程でさまざまな調整を必要とする場面が発
生する。その場合には、日本の商習慣やルールを説明し必要な調整を行い、最終的な
会議の成功を一緒に目指す。このような経験を積んでいくことにより、地域には、国
際的なルール、商習慣を理解し、世界に通用するビジネスマナーを身につけた人材が
育ち、また、スキルが蓄積されることになり、地域の国際化へとつながる。
（c）国際会議参加者との交流による「国際感覚」の養成
国際会議では、言葉や習慣、文化の違いを乗り越えて、
「人」と「人」との交流が
行われる。国際会議を開催する都市・地域として、ホスピタリティと能力を備えた人
材を発掘・教育し、これらの人材が国際会議の現場に携わり各国の参加者と接点を持
つ。この繰り返しにより、世界に通用する人材を育成することができる。
また、都市・地域の市民が、国際会議の開催を通して国際的な知見・技術・芸術に
触れたり、国際会議ボランティアとして会議に参加したりすることにより、さまざま
なふれあいが発生する。このような場を通して都市・地域の住民の視野が広がり、
「国
際感覚」の養成につながるのである。
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［ 図1-2 地域の国際化のステップ ］

国際会議開催への地域の理解・支援

財政支出（税を投入すること）への理解
各方面の協力（警察・消防・病院・市民等）
見学等の受け入れ（企業の研究所・寺社等）

地域の参加

国際会議ボランティアの組織づくり
市民参加イベント（公開講座、討論会）の開催
商店街の歓迎フラッグ、ホームビジット・ホームステイ等

地域の国際化

訪れた外国人が快適に過ごせる環境づくり
（宿泊施設、魅力的な飲食や観光施設）
国際的な商習慣、ルールが理解される地域社会
ホスピタリティと能力を備えた人材の育成
「国際感覚」の養成

国際会議を誘致できる実力の醸成

次の国際会議誘致

［ 図1-3 国際会議ボランティアの活用例 ］

第5回アフリカ開発会議
2013年6月1日〜3日

パシフィコ横浜

参加者 4,500名以上
参加国 アフリカ51カ国／31カ国の開発パートナー諸国及びアジア諸国
公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローが運営す
る「横浜コンベンションサポーター」等既存のボランティアに、
新規募集で集まった25名を加えた計83名の市民ボランティ
アが、会議会場や主要な宿泊ホテル及びその周辺地区におい
て、観光案内や交通案内をはじめとした案内誘導業務を行っ
た。国内外から横浜を訪れる会議関係者の方々をおもてなし
の心で歓迎し、同会議に多大なる貢献をしたとして、活動終
了後には横浜市市長からの感謝状も授与された。

会場内の案内デスクで活躍する
ボランティア
（ロゴ入りのジャンパー着用）
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［参考事例］国際会議開催を契機とした地域の国際化の例−兵庫県
国連防災世界会議（2005年）は、阪神・淡路大震災発生から10年を機に、国とともに兵庫
県が熱心に誘致活動を行い、誘致に成功した会議である。事前準備から会期中に至るまで、
国連特有の伝統・ルール・進め方を尊重しつつ、開催地としての思いを果たすための調整
が続いた。

この会期直前には、不幸にもスマトラ沖大地震およびインド洋津波が発生し、会議での緊
急課題となった。会議の最後には、被災地の復興を国際的に支援するために、新たな拠点
をつくることが「兵庫宣言」に盛り込まれた。

会議終了後、これを受けて、被災の教訓を活かし、災害に強い地域づくりを支援する「国
際復興支援プラットフォーム
（IRP）
が神戸市内に設置された。
IRPは世界各地で起きた災害とその復興事例のデータを蓄積・研究し、災害被災地に復興
のノウハウを提供するほか、国連機関とも連携しつつ、被災地の要望に応じた専門家の派
遣を行う。そのため、兵庫県はこうした復興に携わる人材の育成に取り組むこととなった。

この動きに合わせて、国連国際防災戦略（UNISDR）の神戸事務所が開設され、復興支援の
拠点として継続して活動することとなった。
UNISDR神戸事務所がある ｢人と防災未来センター」は、阪神・淡路大震災の教訓・
防災の大切さを国内に情報発信するだけでなく、海外の防災･復興支援をサポートしてい
く拠点となった。

Column

会議のデザイン化 ― イメージづくり

世界遺産がロゴマークに!
会議のロゴマークは、都市の魅力をひと目で効果的にアピールできる手段である。シ
ドニーといえば世界遺産に登録されたオペラハウス。その外観デザインからシドニーを
イメージできる。ロゴデザインを見て都市のイメージがうかび、
「ぜひ行ってみたい！」
と思わせるロゴマークができれば、アピールポイントの訴求として大成功である。
日本の場合、世界遺産登録を目指す富士山、東京では東京タワー、京都や奈良では寺
社仏閣の数々が考えられる。春は桜の花、
秋は紅葉など日本ならではの四季折々のアピー
ル方法も効果的である。
オリジナルのデザインを作り、地域の魅力をアピールしたい。
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シド ニ ー の オ ペ ラ
ハウス の 外 観 デ ザ
イン を 活 か し た ロ
ゴ

③ 地域の広報
（a）国際会議参加者の口コミによる知名度アップ
国際会議を開催することは、その地域に国際会議を開催できるさまざまな「実力」
や「機能」が備わっているという証である。その効果は、費用をかけた広告よりも強
力である。たとえば、国際会議の参加者は、各国を代表する学者・研究者、経済人、
政府関係者などその分野での識者・オピニオンリーダーであることが多い。こうした
人々は広く影響力を持ち、国際的に活躍していることが多い。こういった各国のオピ
ニオンリーダーが開催地の魅力を感じとり、
「もう一度、訪れたい」
「次回もここで開
催したい」と周辺の人たちに話してもらうことが、開催地にとって最上のPRとなる。

（b）報道を通じ、開催地の名前やもてなしぶりを世界へ発信
国際会議によっては、開催期間中に報道を通じて話題となるだけでなく、宣言や決
議文、会議名に開催地の名前が付され、長年にわたり広報効果を発揮する場合がある。
たとえば1997年に京都で開催された「地球温暖化防止京都会議」では、先進国に温
室効果ガス排出削減目標を課すことが定められた京都議定書が採択された。以後、環
境問題に関する議論が交わされる際には、しばしば「Kyoto」の名前が使われている。

「マイアミ宣言」
1997年 アメリカ・マイアミ開催 「G8環境大臣会合」
環境中の有害物質による子供の健康への脅威を認識し、子供の健康を守るための取り組みを宣言
した。以後、環境や化学分野の国際会議ではしばしば「Miami」が登場する。

「ダボス会議」
毎年 スイス・ダボス開催 正式名称 「世界経済フォーラム
（WEF）
」
ジュネーブに本部を置く非営利財団 世界経済フォーラム（WEF）が、毎年1月にスイスの保養地ダ
ボスで開く年次総会。世界の指導者、企業経営者、学者ら約2,500人が出席し、世界経済や環境問
題など幅広いテーマで意見を交換する。
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国際会議には、国内外の報道関係者が多数取材に訪れる。観光ツアーや国内イベントで
は、これほど報道関係者が集まることはなかなかない。国際会議開催のメリットのひとつ
である。
国際会議を受け入れた都市・地域としても、
「わが街」
「わが地域」をどのように報道し
てもらうか、題材や視点をいろいろ工夫し情報提供することで、地域の国際的な知名度向
上につなげることができる。

Column

開催地青森をアピール − Ｇ8エネルギー大臣会合

2008年の北海道洞爺湖サミットの関連会合、Ｇ8エネルギー大臣会合では、会場となったホテルのレスト
ランを貸切り、開催地青森県の農産物を用いたプレス対象の地元主催試食会が行われた。レストランは大盛
況となり、インタビュー取材が多数行われ、青森から大いに情報を発信する機会になった。
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第

本 章 の ね ら い
数多くの国際会議の中から、誘致する国際会議を選定するにはマーケティング
が重要となる。
国際会議のマーケティングとは、次の2つのステップを経て、誘致対象とする
国際会議を選定するまでを指す。

マーケティング
第1ステップ

〈1〉自都市の現状把握
誘致可能な国際会議の規模などをつかむ。

〈2〉国際会議に関する情報収集
世界で行われている国際会議のうち、日本開催の可
能性がある国際会議について、情報を収集する。

〈3〉データベースの作成と整備
自都市の現状および国際会議情報をデータベース化
する。

第2ステップ

誘致対象とする国際会議の選定
自都市の現状と国際会議の情報を照合し、実際に誘致活動
を行う会議を決定する。

本章の扱い範囲
マーケティング
第1ステップ

自都市の
現状把握
データ
ベース化
国際会議
情報収集

第2ステップ

第3ステップ

第4ステップ

誘致対象
国際会議
選定

開催地決定
プロセス
把握

誘致
活動

第5ステップ
対象
国際会議
開催地
決定

誘致
活動の
評価
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第 1 ステップ〈1〉

自都市の現状把握

数多くの国際会議の中から、誘致する国際会議を選定するには、まず、自都市の現状把
握を行う必要がある。会議施設や宿泊施設のキャパシティなどハード面の状況をはじめ、
さまざまな都市機能の現状を知ることが大切である。

（1）都市・地域チェックシートによる現状把握
表2-1に示すチェックポイントを用いて自都市の現状を整理し、客観的に把握する。
整理を行う際は、以下の点を考慮し、表2-2に示すチェックシートにまとめる。

① 総合力と分野ごとの把握
・各項目をチェックし、総合的に勘案したものが「都市・地域の総合力」となる。
・ただし、国際会議の誘致は総合力で決定されるわけではなく、中にはコンベンショ
ン関連施設や観光資源など特定分野の要素を重視して決定されることもあるため、
分野ごとの現状把握が重要である。

② 各項目の把握
・地域として、とくに強みを持つ項目を把握する。

③ 都市・地域の基本情報のデータベース化
・チェックポイントをもとにチェックシートに整理された項目は、
基本情報としてデー
ターベース化して、常に更新し、開催提案書（ビッドペーパー）※1 に反映できるよう
にする。
・国際会議の誘致にあたっては、誘致主体（国内主催者等）※2 は、国際団体※3 の開催
地決定権者（ディシジョンメーカー）に対して、自都市・地域での開催メリットを
示す開催提案書を提出する。
※1 開催提案書
（ビッドペーパー）
については、｢第3章 第4ステップ 〈1〉競合国がある場合の誘
致活動 （5）開催提案書
（ビッドペーパー）
の作成｣ にて詳述する。
※2 誘致主体
（国内主催者等）
…日本国内へ会議を誘致し、開催する際には国内主催者として会
議を運営する団体
（学会や協会など）
※3 国際団体……………………国際会議を主催して開催する国際団体
（学会）
のこと
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・この開催提案書は、以下のようなデータを写真・図表を用いて英文（会議によって
はフランス語等の場合もある）で作成しなければならない場合が多いため、なるべ
く多くの写真・データを日英両表記で蓄積しておくことが望ましい。
（a）会議施設
（b）宿泊施設の質・量
（c）エクスカーション等で訪問する施設・観光情報
（d）国際空港からの移動方法・時間
（e）気候
（該当時期）
・都市・地域の基本情報を常に最新のものにしておくためには、次のような仕組みを
構築しておくことが大切である。
● 定期的に地域の情報収集を行う

・会議施設、宿泊施設との定期連絡、視察
・地域の観光情報の調査
・地域の名産品、季節ごとの特産品、地元産品を使った料理などの情報

等

● 地域の誘致支援団体から、最新の情報が定期的に寄せられる

④ 英語への翻訳
・開催提案書の作成に備えて、英語表記の説明文を準備しておくことが重要である。
・各種情報を英訳する際は、
「プロによる翻訳」ならびに「日本文化・地域事情を理
解しているネイティブによるチェック」等で精査し、質の高い英文を用意すること
が必要である。
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⑤ 具体的な施策への展開
・
「都市・地域チェックシート」
（表2-2）は国際会議を誘致するための総合的な実力を
把握するだけでなく、その現状分析に基づいて、実際に誘致を成功させるためには
「何をしなければならないか」
、
「どう進めていくべきか」を検討するためのもので
ある。
・分析の結果、アピールできるポイントについては継続的に魅力を育成し、競争力を
高めていくように取り組むことが重要である。
・自都市の「強み」と「弱み」を把握し、
「弱み」については改めて見直しを行い、検討・
克服すべき課題を明らかにしていくことが大切である。
なお、現状を把握した後の具体的な取り組みは図2-1のとおりである。詳細につい
ては、
「第3章 第4ステップ〈1〉競合国がある場合の誘致活動」にて後述する。

［ 図2-1 現状把握後の取り組み ］

チェックシートを使って
都市・地域の自己評価

「強み」
「弱み」
の明確化
強み
短期的
活動

強みを
アピールする

中長期的
活動

弱みを
カバーする

強化・育成

克服

地域の優位性を示す

地域競争力の強化

すでに地域が持つ魅力をアピール

新たな魅力の開発と育成

強みを発揮して
国際会議を誘致
30

弱み

継続的に
国際会議を誘致

［ 表2-1 国際会議誘致に必要な機能（要素）とそのチェックポイント］
機能

ⅰ）
会議施設

要素
会場の総合情報

所在地、
電話、
FAX、
Eメール、
URL、
全体フロア図、
電気容量、
通信インフラ、
アクセス

施設内の各会議室情報

面積、
収容人数、
天井高、
会場レイアウト、
料金表、
会議室等の機能別特徴

受付エリア

受付場所、
受付の設備・機材

会議室の付帯設備

通訳ブースの有無、
照明、
音響、
利用可能な設備と料金表

その他の小会議室

VIP控室、
講演者控室、事務局等に使用可能な小会議室の面積、収容人数、会場レイアウト等

施設内レストラン等の関連施設

常設レストランの種類、
自動販売機、
クロークの有無、
コインロッカー

施設内の動線

一般出入り口、
一般来場者の動線、
搬入・搬出口、
その他

備品・機材リスト

映像、
照明、
音響等

環境配慮

ゴミ分別等3Rの実践状況、
「地産地消」
導入状況

過去の会議開催実績等

開催期間や開催テーマ、
主催者、
来場者数、
分科会会場数等の概要

宿泊施設リストアップ

ホテル名、
住所、
電話、
FAX、
Eメール、
URL、
部屋数、
ランク、
料金、
レストラン数

会議場へのアクセス
①コンベンション
関連施設

ⅱ）
宿泊施設

ⅲ）
料飲

ⅳ）
展示施設

通信インフラ、
セキュリテイ、
ビジネスセンター等、
スタッフの外国語対応能力、
レストランの対応、
国際放送
（CNN等）
の受信

宿泊申込み・キャンセル規定

主要宿泊施設の宿泊申し込み方法、
キャンセル規定等

若手研究者、
途上国からの参
加者向けの宿泊施設の調査

比較的低価格で、
外国語対応のできる施設のリストアップ、
調査

ケータリング

ケータリングサービスの対応確認
（料理、
飲み物、
サービス、
料金、
メニュー）

レセプション

会場、
レイアウト、
音響、
照明、
サービス、
料金、
メニュー

外国人対応

ベジタリアンや各宗教に対応する料理ができるか、
外国語対応のできるスタッフ

キャパシティ

所在地、
電話、
FAX、
Eメール、
URL、
総面積、
全体フロア図

会議施設からのアクセス
設備・機能

②アクセス

ⅰ）
空港フライト
ⅱ）
都市内移動

③情報・人のサービス

④地域資源

⑤観光資源

エクスカーション
訪問先

会議施設からのアクセス

各会議場から展示場へのアクセス
（交通手段−徒歩、
シャトルバス、
公共交通機関、
タクシー等の種類とおおよその料金）
電気・水道・ガス、
通信インフラ、
床耐荷重
パーティ会場として利用可能なユニークべニューの調査
（神社仏閣、
庭園、
美術館等）
各会議場からのアクセス
（交通手段−シャトルバス、
公共交通機関、
タクシー等の種類とおおよその料金）

国際航空便

参加国から日本の到着空港までの距離、
所要時間、
利用可能な航空会社、
フライト数等

国内航空便

国際空港到着後の国内線への乗り継ぎに関する情報、
所要時間、
利用可能な航空会社、
フライト数等

都市内の交通手段

公共交通機関、
空港リムジンバス、
貨し切り大型バス、
ハイヤー、
タクシー、
駐車場等の情報

企画提案

国際会議誘致の企画力・提案力、
実績、
企画提案のための協力体制の調査

支援企業

地域産業・企業の調査、
会議への支援依頼

語学力

外国語教育を行う機関の調査

都市案内表示・システム

外国語表記
（英語、
中国語、
韓国語）
のサイン、
案内板、
標識

ホスピタリティ

外国人に対する市民感情、
歓迎を表すレセプション開催の可能性

ユニークプログラム

地域独自プログラム
（演芸などのアトラクション等）

都市施設

街の景観、
施設、
公園

公共サービス

外国人が利用できる病院、
観光案内、
交通情報

学術・産業の蓄積

海外に誇れる学術や産業の蓄積

団体の支援

各種団体や企業からの支援
（物品の提供、
人的サポート、
施設の公開）

市民の協力

市民のボランティア協力

商業サービス

外国人が気軽に利用できる商店、
飲食店、
土産物店

景勝地・観光地

都市および周辺地域の名所、
景勝地の情報を整備、
写真・動画の整理

歴史・文化的建造物

都市および周辺地域の世界遺産、
城、
寺社仏閣、
街並み、
古民家、
日本庭園などの情報を網羅

文化施設

都市および周辺地域の美術館、
博物館、
水族館、
動・植物園等の情報を網羅

エンターテイメント施設

都市および周辺地域のテーマパーク、
展望施設、
郷土民芸館等の情報を網羅

企業・工場等

都市および周辺地域で、
技術展示室を持つ企業、
見学者を受け入れる企業･工場等の
情報を網羅

⑥開催支援制度

制度の説明、
申請〜交付までの流れ
（チャー卜も有用）
今後の建設予定

⑦その他

各宿泊施設から会議場へのアクセス
（交通手段−シャトルバス、
公共交通機関、
タクシー等の種類とおおよその料金）

国際対応度

ユニークベニュー
ⅴ）
パーティ会場

チェックポイント

会議開催に必要となる主要な施設、
特に会議施設で今後予定されている建設計画が
ある場合には、
情報を収集する

文化体験

地元の文化
（お祭り、
伝統芸能、
訪問先等）
のリストアップ

関連業者情報

PCO、
旅行会社、
会場設営･撤去、
看板･サイン類制作、
ケータリング、
通訳、
翻訳

会議ボランティア情報

地域のNGO、
NPO、
ボランティア団体等のリストアップ

物価

物価指数を利用し、
全国の平均値との差異を把握

営業時間

買い物、
飲食店の営業時間、
定休日の把握

セキュリティ

経済状況、
治安、
自然災害等

医療機関

英語
（もしくはその他外国語）
対応のできる医療機関
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［ 表2-2 都市・地域チェックシート（記入例）］
評価要素
①コンベンション関連施設
ⅰ）
会議施設
会議施設の総合情報
キャパシティ
設備・機能
料金・各種サービス
ⅱ）
宿泊施設
キャパシティ
料金
会議施設からのアクセス
設備・機能
各種サービス
ⅲ）
料飲
ケータリング
レセプション
外国人対応
ⅳ）
展示施設
キャパシティ
料金
会議施設とのアクセス
設備・機能
各種サービス
ⅴ）
ユニークべニュー
②アクセス
ⅰ）
空港・フライト
ⅱ）
都市内移動
（会場、市街地等）
③情報・人のサービス
ⅰ）
企画提案
ⅱ）
支援企業
ⅲ）
語学力
ⅳ）
都市案内表示・システム
ⅴ）
ホスピタリティ
ⅵ）
ユニークプログラム
④地域資源
ⅰ）
都市施設
ⅱ）
公共サービス
ⅲ）
学術・産業の蓄積
ⅳ）
団体の支援、ボランティア
ⅴ）
市民の協力
ⅵ）
商業サービス
⑤観光資源
ⅰ）
自然
ⅱ）
独自の文化、習慣
ⅲ）
産業・技術
ⅳ）
名所旧跡、歴史的建造物
ⅴ）
郷土料理、名産
⑥開催支援制度
ⅰ）
開催支援制度
⑦その他
ⅰ）
物価
ⅱ）
時間
ⅲ）
セキュリティ
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強 み

弱 み

同時通訳を使用する国内会議の開催 メイン会場の天井高が4mとあまり
経験が多数ある
高くない
メイン会場500名程度までなら対応 VIP控え室はなし
可能
展望の良いレストラン（着席150名） 通常のクロークは300名分の対応
がある
まで
公共施設のため割安感がある
開館時間、予約の受付等融通がきき
にくい

備

考

今年外壁の塗りなおしを予定
分科会会場
（100名程度）
も２つある
LAN回線は各会場に手配可能
特例となる長期予約の可能性を探る

分宿すれば500名の宿泊可
外国人対応の可能な和風旅館がある
観光シーズンをはずせば割安感がある デラックスホテルがない
低価格で対応できるホテルあり
各施設とも会議施設から車で10分 シャトルバス等の準備検討
以上かかる
CNNの視聴、LAN回線のあるホテ ビジネスセンターのあるホテルが
ル有り
ない
フロントは英語対応可能
セキュリティボックスが少ない
会議施設、展示施設に和洋中対応可
地元食材のバリエーション豊富
会議施設では500人のレセプション メイン会場をレセプションに変更
対応不可
するには3時間かかる
外国人の好む郷土料理あり
宗教食、ベジタリアンへの対応経験
が少ない
最大面積1,200㎡を2分割可能

天井高は10m

比較的安い
会議施設から車で15分程度
築25年で少し古い
通常の展示に必要なものはすべてそろ
う
美術館、
神社の境内、
寺の本堂の利用可
成田からの直通便が1日に数便あり
市街地内の移動は容易

成田以外の空港からの直通便は少ない
空港から市街地まで車で1時間以上

韓国、台北は直通便有り

国際会議の経験がないため力量不足
地元の大手企業がサポート可能
市立の外国語大学あり
中国語、韓国語の案内表示増設
地元産業界が招待レセプションを
開催する可能性あり
伝統ある郷土芸能あり

さらに表示板を増やすことも可能

全体的にやや老朽化が進む
外国人の病気や怪我に対応できる 外国人の相談や案内に対応できる
病院がある
ものはない
著名な大学、および国際派で有名な
教授がいる
歓迎レセプションで市長にスピーチ
エクスカーションで大学を訪問し
等の依頼が可能
学生との交流が可能
過去にボランティアは組織化されて
いない
地元商店街は、地域色が強く外国人 地元中央市場は一般人が見学でき
にも人気
ない
海・山ともに自然が豊か
郷土芸能豊富
○○産業分野で、産業博物館あり
明治時代の庁舎、△△城が有名
□□料理が外国人にも好評
開催費用の一部負担可、補助金の 地元にコンベンションビューローが
利用も可
ない
首都圏に比べ割安
市街地の夜の店じまいが早い
治安が良い、雨天は少ない

（2）ケーススタディ（都市の強み・弱みの分析）
−地方中 核 都 市 ： A市 の 場 合 −
A市のプロフィール
※A市はあくまでもモデルであり、実在する都市ではありません。

○ 人口約40万人の地方中核都市
○ 国際会議を誘致した経験はほとんどない。
○ 経済振興策のー環として、国際会議誘致および観光促進の取り組みを開始した。
○ 海外からの訪問者受け入れにより、経済効果と都市ブランドの確立を意図し、あわせて地域の
国際化・活性化をねらう。

A市は、国際会議の誘致にあたって、A市の魅力を把握するため、
「都市・地域チェックシー
ト」による現状把握を行った。
表2-1のチェックポイントの各項目・分野について、都市の現状を整理し、強み・弱みを
把握することで次のステップへとつなげる。
① コンベンション関連施設
〈強み〉
・会議施設、展示施設等、それぞれは大きくはないが必要な施設は揃っている。500
名程度までの国際会議であれば、十分対応は可能である。
・宿泊施設は会議施設の周辺にいくつかあり、分宿であれば500名までは収容可能。
・外国人対応ができる和風旅館があり、日本的な情緒を味わってもらうことができる。
・地元の豊富な食材を活かし、地産地消の料理をコンベンション施設内で提供可能。
・ユニークベニューとして、美術館、神社の境内や寺の本堂などの利用が可能。
〈弱み〉
・会議、宿泊、展示の各施設が離れている。
（徒歩約15分）

考

察

・ 宿泊施設や会議施設と展示会場間など、各施設間の移動はシャトルバス等の工夫が必要である。
・ 料飲やユニ−クベニューでは、日本的なもの、地域の特色を反映したもの等、外国の方に喜ん
でいただけるオリジナルなものを用意することは可能である。
・ 会議場、とくに分科会場が不足する場合には、大学の施設などを活用することもあらかじめ検
討しておきたい。
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② アクセス
〈強み〉
・最寄り空港へは、成田から羽田経由乗り継ぎ便がー日に数便ある。
・市街地の特定エリアに主要施設が集中しており、徒歩、タクシー等での移動が容易。
〈弱み〉
・空港からA市までは、車で1時間以上かかる。

考

察

・ 成田から距離は離れているが、日本到着から会場や宿泊施設までの移動時間はそれほど長く
はなく、国際会議誘致にあたってマイナスポイントにはならない。
・ 市内の移動が容易であることは長所として打ち出せる。

③ 情報・人のサービス
〈強み〉
・A市には地元を代表する特色のある大手企業が存在する。
・外国語大学（英語、中国語、韓国語、フランス語学科）の大学生、卒業生が語学ボラ
ンティアとして会議を支援することが可能。
・A市内の案内表示は英語に加え、中国語、韓国語を増設中。
・団体や企業のボランティアによる運営補助が可能。
・ユニークな催事として、伝統ある郷土芸能があり、レセプション等でアトラクショ
ンとして実施できる。
〈弱み〉
・国際会議に慣れていないため、地元の関連業者は企画提案力に乏しい。
・観光客を迎え入れる市民のホスピタリティは、醸成途上であり現状では不足して
いる。

考

察

・ 企画提案やユニークな催事開催に関しては、PCO等に相談するとともに、優秀な人材の発掘
と育成を考える必要がある。
・ 地域の特色ある産業を有することは、ひとつのアピールポイントになる。
・ A市の地元企業や外国語大学に支援を依頼することが可能である。地域をあげて国際会議を
受け入れるという姿勢を、積極的にアピールしていきたい。
・ 地元として、国際会議受け入れの経験はほとんどないが、企業や市民ボランティアの参加お
よび案内表示の整備等を通じて、国際会議受け入れのための意識を高めていきたい。
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④ 地域資源
〈強み〉
・外国人の病気や怪我に対応できる病院の用意がある。
・地元に国立大学があり、国際的に有名な教授が在籍している。
・地元主催の歓迎レセプションで市長にスピーチ等の依頼が可能。
・エクスカーションで大学を訪問し、研究者や学生と学術交流ができる。
・宿泊施設周辺には、地元の伝統工芸など日本文化を体験できるスポットがあり、外
国人に人気がある。
〈弱み〉
・外国人の相談や案内に対応できるような公共サービスはない。

考

察

・ 地域資源は特に突出したものはないが、大学や地元の市場等、ローカルな魅力がある。
・ 打ち出しかた次第では、海外の参加者に喜んでもらえるものになる。どのようなアレンジが
可能かについて、各協力機関と相談を進めたい。

Column

何をアピールするのか ― 都市のアピールポイントをあげる

世界に誇れる「まち自慢」
国際会議誘致は都市と都市との戦いになることが多いため、世界の都市との競合に勝つにはその都市が持
つ「アピールポイント」を強調することが必要である。
「アピールポイント」
を明確にしたもののひとつに都市宣言がある。
「健康」
「
、平和」
、
「男女共同参画」等さまざまなものがあるが、都市宣言をしている都市は歴史的、社
会的に行政や市民にそのテーマが根付いているという印象を与えることができる。
たとえば、平成元年（1989年）にデザイン都市宣言をした名古屋市では、世界デ
ザイン会議、世界インテリアデザイン会議、世界グラフィックデザイン会議の3つの
デザイン会議の開催に成功している。また環境白書を毎年発行している滋賀県では、
環境に関する会議や見本市が多く開かれるなど実例も数多い。
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⑤ 観光資源
〈強み〉
・独自の文化として、郷土芸能が全国的に有名。社交行事で伝統芸能を披露すること
が可能。
・産業・技術は地域固有の産業があり、産業博物館もある。
・産業博物館では通訳をつけることで、参加者が自ら体験することも可能。また地元
産業に関連する小さなギフトも用意可能。
・名所旧跡としては天守閣が残る城が有名。
・郷土料理は日本食ブームもあって地元外国人にも人気がある。
〈弱み〉
・自然は海、山ともに豊かだが、観光のみでは、日本国内の他の競合都市との差別化
が困難。

考

察

・ 自然や郷土芸能はおそらく他の地域も、アピールするポイントである。他の地域と差別化を
図るためには、「参加者にどのように楽しんでもらえるか」に力点を置き、企画を提案する。
・ 郷土芸能について、その背景や現代に受け継がれている様子を外国語で紹介し、わかりやす
い演出で実演することを検討する。
・ 会議プログラムの中に、ユニークベニューとして歴史的建造物や自然景観をどのように取り
入れるかを検討する。

⑥ 開催支援制度
〈強み〉
・国際会議に必要な機材や人員等の費用をA市が一部負担する制度がある。
（上限300
万円）
・その他の開催支援プログラムの活用が可能。

考

察

・ 開催支援制度は日本国内の同規模の都市のそれと比較して、利用しやすく設計されている。
・ 開催支援制度を活用することにより、強みをアピールして地域の優位性を示すことができる。

36

⑦ その他
〈強み〉
・物価や滞在費用が国内の他の候補地と比較して低めである。

考

察

・ その他の面では同規模の都市と比較しても大きなマイナス項目は見当たらない。

①〜⑦ 全体の考察
・ 500名程度までの国際会議であれば、会議施設・ホテル等のインフラは十分に整っ
ており、誘致が可能。
・ 郷土芸能などユニークな楽しみ方を提案できる。
・ 地元の大学・企業・団体等と協力体制を構築して、誘致に向けた取り組みを行い
たい。
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Column

地域の魅力と資源を活かした事例 ‐「国際コモンズ学会世界大会」の企画と開催

国際コモンズ学会世界大会は、入会地や共有地、共同所有など「複数の人々が利用・管理する資源」の制
度・組織・社会的しくみについての研究発表がされる会議で、社会学、人類学、経済学、法学、生態学、生
物学と様々な分野の専門家が関わる2年に一度の学術会議である。2013年の第14回大会は、東アジアで初
めて日本開催となり、富士吉田市を中心とする北富士地域で開催された。
5日間にわたる400人規模の国際会議を開催するにあたり、富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合、
山梨県及び関係市村の職員、地元商工会議所・商工会青年部、地元婦人会、地元観光協会等が協力体制を構
築し、地元食材や伝統文化を活用したプログラムを作成し、地元の魅力が存分にアピールされた。
具体的には、地元小売店から地元食材を購入、住民と協働でメニューを作成するなど、地元主体で食事
提供を行い、食を通じて北富士地域の文化や歴史を伝え、国際交流を図ったほか、またウェルカムレセプ
ションは、
「日本のお祭り」をテーマとし、郷土料理、Ｂ級グルメ等の縁日屋台を出店した。会場では、食
材や料理に対しての事前理解が不十分な海外の参加者に対する情報提供を充実させるため、各メニューの背
景やストーリーを十分に伝え、且つ食を通じた土地の歴史文化や風土に対する興味関心を刺激するフードメ
ニューを配布した。さらに、オリジナル素材のコングレスバックは、地場産業である織物を使用し、地元の
伝統産業をアピールすることに貢献した。

参加者に配布したフードメニュー表

オリジナル素材のコングレスバッグ

（制作：NPO法人フードデザイナーズネットワーク、MAQ Inc.）

本会議は、地元の自治体や組合等が一丸となって、北富士地域ならではの魅力を最大限に活かした会議開
催の成功事例であり、こういった地域の魅力を活かした取組みについては、各種国際会議の誘致段階からも
取り入れたいところである。
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第 1 ステップ〈2〉

国際会議に関する情報収集

自都市の現状把握を行った上で、誘致にふさわしい国際会議を選定するためには国際会
議について情報収集を行うことが重要である。普段から定期的に国際会議に関する情報を
収集することが、候補となりうる会議の発見につながる。
本節では、収集すべき情報項目およびその有効な収集手段を紹介する。

（1）収集すべき情報
必要最低限の情報は以下のとおりである。
（
「資料-3 国際会議情報入手チェックシート」を参照）
・会議名
（英文・和文）
、URL※
・主催者
（国際団体）
、URL※
・誘致主体
（国内主催者等）− 日本の受け入れ団体およびキーパーソン、URL※
・会場規模
（会場計画）
・参加人数
（海外・国内）
、同伴者数 − 開催規模を把握するために重要
・開催時期
・開催期間
・開催周期
（定期的・単発）
・過去の開催地
（開催歴）
※これらのウェブサイトからはコンタクト先や過去の開催プログラム等の情報が得られる可能性が高い。

以下の情報は実際に誘致することを決めた後に必要となる項目である。可能ならば集め
ておきたい。
・開催地決定方法
・開催地決定時期

（2）情報収集の手段
誘致対象会議の絞り込みにあたっては、情報の漏れがないように、多方面からの情報を
入手することが重要である。
① 国際会議専門団体からの情報収集
② 日本政府観光局
（JNTO）
からの情報収集
③ 誘致主体
（国内主催者等）
からの情報収集
④ プロモーション活動時の情報収集
⑤ その他の情報収集
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① 国際会議専門団体からの情報収集
（a）ICCA のデータベースの活用
ICCA（国際会議協会）に加盟しているコンベンションビューローや会議施設は、直
接、ICCAデータベースから最新の情報を入手し、国内外の団体にセールス活動を実
施することができる。毎年、世界各地で開催されているICCA年次総会においては、
このICCAデータベースの活用法をテーマとした教育セミナーが開催されている。
ICCAの年会費は2014年1月現在、2,879ユーロである。
（入会金は1,834ユーロ）

ICCA
（国際会議協会） http://www.iccaworld.com/

ICCAメンバーになると、データベースに条件を入力して検索が可能である。

（b）UIA のデータベースの活用
UIA（国際団体連合）の国際会議カレンダーにも、国際会議情報が多数掲載されて
いる。UIAの年会費は2009年1月現在、1,680ユーロ（ベーシック・パッケージ）で
ある。

UIA（国際団体連合） http://www.uia.be/
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② 日本政府観光局（JNTO）からの情報収集
JNTOは、日本に誘致の可能性のある国際会議情報を収集し、各地のコンベンション
ビューローに提供している。情報収集は、ICCAやUIAの資料から選別した国際会議情報
をもとに、内外のキーパーソンへのコンタクトを中心に行っている。海外に拠点を置く
14の事務所のネットワークを利用し、国際本部にダイレクトにコンタクトし、情報収集
に努めている。
さらにJNTOでは、常時、国際団体に加盟している国内団体に対して国際会議の開催
意向に関する調査を行っている。こういった点から、日ごろからJNTOから提供される
情報に注目し、これを手がかりとして、地域で開催できそうな案件があった際に、立候
補できるよう準備することができる。
JNTOのウェブサイトでは、コンベンション誘致に関する統計・資料やJNTOコンベ
ンション協賛都市の助成金の情報等が掲載されている。また、
主催者向けに年数回のメー
ルマガジンを配信している。海外のキーパーソンに向けた英語ウェブサイトはスマート
フォンにも対応しており、各都市や施設の詳細を検索できるほか、日本のプロモーショ
ン映像や画像、主催者向けの日本ガイド（e-book）等、主催者が開催地を選定する際に
役に立つツールが揃っている。
日本政府観光局
（JNTO）
コンベンション誘致サイト http://mice.jnto.go.jp/
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コンベンション誘致 英語サイト http://www.japanmeetings.org/

お役立ちツール掲載サイト
（映像、日本ガイド等）
http://www.japanmeetings.org/planner-tools/toolkit-download.php

※画像の入手に関しては、下記担当部までお問合せ下さい。
日本政府観光局 コンベンション誘致部
電話 : 03-3216-2905
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E-mail : convention@jnto.go.jp

③ 誘致主体（国内主催者等）からの情報収集
（a）地域の大学・研究機関、キーパーソンからの情報収集
地域の大学・研究機関、企業にヒアリングを行い、国際的に著名な研究者や教授等
のキーパーソンを定期的に訪問し、情報を収集する。
また、これらの方々を国内会議の誘致支援等で訪問した際、国際会議開催について
相談を受ける、あるいは開催情報を聞き込むというのはよくあるケースである。これ
らの情報はデータベースに記録し、次の訪問時により詳細な打ち合わせやヒアリング
ができるよう、日頃から整備する。さまざまな問い合わせに対応できることを曰頃か
ら広報し、問い合わせ内容はデー夕として集積しておく。
また、国際会議を誘致・開催しようとしている団体（学会や協会）の関係者から、会
議施設の空き状況についての問い合せや支援要請が飛び込んでくることがある。これ
らの「飛び込み」情報について、その内容を漏らさず記録するとともに、速やかに対
応することが誘致成功に近づく道である。

（b）国内学会へのアプローチ
コンベンションビューローや地方自治体にとって、国内学会開催の働きかけを行う
機会は多いと思われる。これらの学会を開催する会長や事務局へのアプローチの中で、
国際会議の開催についての話題が出る場合もある。
国内学会開催時に、国際会議観光都市としてのアピールを効果的に行うことは、き
わめて大きな意義がある。国内学会は、日本全国から当該分野の有力者を迎える絶好
の機会であり、将来、その分野の国際会議を曰本へ誘致する可能性も十分あるからで
ある。
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④ プロモーション活動時の情報収集
［ 図2-2 誘致に向けた情報収集・支援活動と広報・PR活動の連携 ］

国際会議の誘致

情報収集・支援活動

広報・ＰＲ

情報収集とデータベース作成

国際会議関連展示会でのＰＲ

誘致支援活動

一般的な広報・ＰＲ

情報収集と
データベース作成

支援活動

国際会議関連
展示会でのＰＲ

一般的な広報・ＰＲ

PCO 等からの
情報
JNTO の情報
データの活用
ICCA、
UIA 等から
の情報

各種印刷物、
ウェブサイトによる
地域の PR や
情報等の提供

データに基づく
訪問

国際会議関連展示
会からの情報

国際会議関連
展示会へ出展

新聞・雑誌等から
の情報
地域のキーパーソ
ンからの情報
誘致支援活動等で
得た情報の
フォロー

展示会等のブース、
セミナー等へ
ご招待

日本の有力団体や
キーパーソンの
フォロー

海外トレードショー、
セミナーで
フォロー

DM やメルマガ等
による情報提供

具体的な案件の浮上、誘致活動の開始

●提供できる誘致支援プログラムについて説明
●国際団体の意思決定権者 ( デシジョンメーカー ) の招待
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図2-2に示すように、プロモーション活動と情報収集は連動している。
効果的・継続的な広報・PR活動が情報収集の有効な手段であり、定期的にプロモーショ
ン活動を行うことは、非常に重要である。
以下に示すプロモーション活動の場を大いに利用されたい。

（a）国際会議関連展示会等での情報収集
EIBTM、IMEX等の国際会議関連の展示会に出展し、ブースヘの来場者名簿、商談会
での面談希望リストを整備する。これらの情報は、国際会議の誘致を計画している地
域にとって、非常に有力な情報である。
資料-11-3に国際会議に関連する展示会をリストアップしているので、参考にされたい。

◆AIME
（Asia-Paciﬁc Incentives & Meetings Expo）
（毎年2〜3月豪州のメルボルンで開催）
会議、インセンティブ、イベント、展示会などの関係者向けに、50カ国から850社以上の
出展者がそれぞれの製品やサービスを紹介している。最近は毎年150社の新規出展者を迎え
ており、アジア太平洋地域を代表するMICE 関連展示会となった。
◆EIBTM
（The Global Meetings & Incentives Exhibition）
（毎年11月スペインのバルセロナで開催）
欧州で開催されている専門トレードショー。欧米のインセン
ティブ、会議、展示会の主催者である団体・企業のキ−パーソ
ンが招待され、サプライヤー側と活発な商談が行われている。
展示会分野で世界最大規模の主催会社が、世界で展開する

EIBTM2008

MICE関連見本市の欧州地区版。他地区では、中国・北京のCIBTM、中近東・アブダビの
GIBTM、米国のAIBTM、そしてアジア太平洋地域のAIMEなどを開催している。
◆ICCA
（International Congress and Convention Association）
（毎年10月〜11月頃各国持ち回りで開催）
ICCA はオランダ・アムステルダムに本部を置く国際会議協会である。全世界のコンベン
ションビューローから国際会議場、PCO、旅行関連会社、会議関連の機材会社・サービス業、
出版・広告業に至るまで幅広いMICE関連事業者が加盟している。毎年1回開催される年次総
会では、専門家による講演、スキルアップを目的とした教育プログラム、ネットワーキング
のための交流会、年次会計・活動報告、役員改選等が行われる。
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◆IME
（The International Meetings Exhibition ）
日本で唯−のコンベンション総合見本市 ｢国際ミーティング・エキスポ｣。
日本全国
（一部海外も含む）
の会議誘致に積極的な都市やコンベンションビューロー、旅行・
交通・宿泊関係の企業、PCO等がブースを設け、会議や展示会を主催する学会・団体・企業
等に情報を提供する。ブースでの説明の他、コンベンションやインセンティブに関連した講
演会、出展者との個別相談会等も実施している。
《2013年開催実績》
2013年12月に第23回を東京国際フォーラムで開催
主

催：観光庁、日本政府観光局
（JNTO）
、日本コングレス・
コンベンション・ビューロー
（JCCB）

出展者数：138団体 参加者数：約3,338名
国際ミーティングエキスポ（IME）2008

（The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events）
◆IMEX Frankfurt
（毎年5月ドイツのフランクフルトで開催）
2003年から開催されている、イベント・見本市・コンベンション業界に関する見本市で、
EIBTMと並び欧州最大規模のメッセ。世界各国の主要都市やイベントの専門家がイベントや
ツアーの開催地を売り込む場として知られ、毎年出展者数、来場者数ともに増加し続けてい
る。日本からもJNTOが中心となり、各地のコンベンションビューローなどが出展している。
ICCAほかの協力団体がさまざまな併催事業を行っている。
◆IMEX America（America's worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events）
（毎年10月に米国ラスベガスで開催）
IMEXグループが上記IMEX Frankfurtに加えて2011年からアメリカ・ラスベガスで開催し
ている国際会議およびインセンティブツアーの見本市で、米国を拠点に活動する学協会・個人
プランナーが数多く参加する。
◆IT & CMA
（Incentive Travel & Convention, Meeting, Asia）
（2014年は9-10月にタイのバンコクで開催予定）
1993年に香港で第1回を開催して以来、アジア太平洋地域を代表するMICEイベントの1つ。
通常3年から5年ごとに開催地を見直すのが特徴で、今までに香港、マレーシア、タイ（バ
ンコクおよびパタヤ）で開催された。2004年以降は、CTWというビジネス旅行関連展示会
と併催されている。

（b）関係者への訪問活動
JNTO等から得られた情報等に基づき、国際会議を誘致しようとしている国内団体等
46

参考

誘致主体
（国内主催者等）
を訪問する際やプロモーション活動を行う時の留意点
国際会議を誘致しようとしている団体を訪問する際やプロモーション活動にお
いて有用なツールを紹介する。資料作成や訪問時に関連事業者の協力を仰ぐこと
も可能である。
また、効果的な誘致活動を行うには、目標を設定し効果を測定することが重要
である。
＊目標の設定と効果測定
誘致活動の形態ごとに年間の誘致活動目標を設定する。学会や協会など、それぞれの団体に
より繁閑期があるので、たとえば「活動強化月間・週間」等を設けるのも一つの方法である。
効果測定については、本来は誘致件数を基準とすべきだが、国際会議誘致には時間がかかり
最終的な成果がすぐには見えない。そのため、質の高い開催情報をどれだけ獲得したかを基
準とするのが現実的である。
活動状況をデータベース化し、関係者で情報を共有するとよい。
（第2章 第1ステップ〈3〉データベースの作成と整備「国際会議誘致のためのデータベース
（例）
」を参照）

（a）べニュー紹介パッケージ
誘致活動を効果的、実践的に行うために、国際会議の規模別に基本の会場、宿泊、
輸送等について、料金や費用を含めたベニュー紹介パッケージを作成しておくと
大変便利である。
これがあれば、面談の場で具体的な話ができるので、そのニーズを知ることが
できる。そして面談終了後、資料を修正すれば、立候補の際の開催提案書の資料
として使うことができる。
この提案書は、英文でも作成しておくと、海外でのセールス活動や国際団体の
本部からサイトビジットがあった時、また、海外のトレードショーに参加する場
合等にも有効である。
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開催提案書の作成にあたっては、国際会議のさまざまなニーズを念頭に置く必
要がある。
以下に具体的な項目を示す。
・ 展示会の併設 ― 展示施設の有無、面積など
・ 展示会にあわせてハンズオンセミナー※、ワークショップ等の併設 ― 展示施
設に併設された会議室の有無など
・ 分科会の増加 ― 100人〜300人程度収容の会議室が複数あるか
・ 映像や音響、IT機材等の最新技術 ― 会議施設の付帯設備、インフラの状況
・ 参加者同士の交流の重視 ― ロビースペース、飲食スペース
※ハンズオンセミナー
新しい機器や技術について、少人数で実施するセミナー。実際に機器に触れたり、使っ
たりできるので参加者に好評。

（b）各種開催支援プログラムの提示
誘致主体（国内主催者等）への応援、業務負担の軽減という点では、自都市・地
域の開催支援プログラムの内容を具体的に提示することが大切である。開催助成
金の補助や無利子の貸付金等の制度からレセプションでの記念品や郷土芸能の提
供まで、さまざまなメニューを用意しておくとよい。

（開催支援プログラムの例）
助成金制度
貸付金制度
開催提案書の作成補助
事前視察の受け入れ
会議施設・宿泊施設の割引
PCO・旅行会社等の紹介
各種資料の提供
ユニークベニューの提案
（日本らしいもの）
ボランティアの手配
アトラクションの提案 など
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（c）関連事業者との協同作業
一般的に誘致活動においては、コンベンションビューローが他の誘致支援団体
や企業と協同して行動するとより効果的である。
たとえば、国際団体の役員など意思決定権者（デシジョンメーカー）招請に際し
ても、会議施設、PCO、ホテル、旅行会社等と一緒に対応することを検討する。
誘致主体（国内主催者等）を訪問セールスする際にも、会議の内容から判断して協
力を得たい他の団体と一緒に行動すれば、一度の面談で具体的な議論に入ること
ができる。
類似の事例などの知識やノウハウを多数持っているのは、こうした誘致支援団
体・企業であるので、大いに活用すべきである。
協同作業を効率的に行うために、会議施設、PCO、ホテル、旅行会社等と連絡
会議を組織し、定期的に会合を開き、連携を深めるのも効果的である。

PCOや旅行会社に依頼できること
国際会議の誘致にあたり、誘致主体（国内主催者等）がコンベンション推進
機関と協議して、PCOや旅行会社に分担を依頼できる主な業務を以下にまと
めた。
開催提案書のとりまとめ
開催提案書を作成するにあたり、誘致主体（国内主催者等）が中心になっ
てPCOにそのとりまとめを依頼する。英文の作成や校閲、あるいは構成を
含めて全体の作成を依頼することも可能である。
誘致用ウェブサイトの作成
誘致にあたり、提案内容をまとめたウェブサイトの作成を依頼することも
可能である。
会議施設やホテルの情報のまとめ
前回や前々回の会議開催実績に基づき、今回の提案に必要な会場使用計
画や宿泊施設情報の整理・まとめを依頼する。
また、競合する都市との比較分析を依頼することも可能である。
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誘致経験者のノウハウの提供
豊富な経験を持つPCOには、誘致活動の経験者が在籍している。これら
のノウハウを聞き、今回の誘致に役立つ部分がないかを検討する。

日本へのアクセス情報や費用算出の依頼
世界各地から日本での国際会議出席に必要な費用について、旅行会社に
積算を依頼する。
「価格競争力のある数字」の提供を求めることがポイント。

を訪問し、直接誘致活動を展開する。訪問時には準備を整え、具体的な成果があがる
ようにする。ベニュー（開催地や会場）紹介資料や開催支援制度など、先方が求めてい
る情報を提供できるように準備する。
（c）ダイレクトメール（DM）
日頃の誘致活動で集めた関係者の名簿、トレードショー参加時に入手した名簿、開
催したセミナーの参加者名簿等に基づいて、有望な誘致対象リストを整備する。それ
をもとにFAXやEメール等を通して宣伝ツールや情報を提供し、自都市・地域での開催
を打診する。
これから会議を開催しようと考えている人々に、開催へのサポートをどれだけアピー
ルできるかがポイントである。

⑤ その他の情報収集
（a）PCO や会議場、ホテル、関連事業者からの情報収集
会議の運営をサポートするPCOや会議場、ホテル、関連事業者と定期的に情報交換
を行う。定期的な情報交換は、情報収集のみならず、会議誘致後の協力体制や信頼関
係の構築に繋がる。情報交換はギブ＆テイクなので、先方に有用な情報を提供するこ
とも大切である。

（b）新聞、雑誌等からの情報収集
新聞や雑誌（専門紙・誌含む）
、ウェブサイト等で国際会議の誘致や開催予定が掲載
される場合がある。開催情報を見つけたら、迅速に国内団体や関係団体を把握してコ
ンタクトを取り、情報収集を行う。
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第 1 ステップ〈3〉

データベースの作成と整備

世界各地で国際会議の熾烈な誘致競争が行われている中、会議開催の確かな情報をいか
に早く入手するかが、誘致成功への最初のステップとなる。これは一朝一タにできるもの
ではなく、日頃からの情報の入手と蓄積といった地道な活動が求められる。
開催地が備えていなければならない諸条件に対し、自都市・地域がどの程度対応可能か、
そのための整備がどこまで進んでいるのか等、現状のレベルを把握し、会議主催者からの
リクエストに迅速に対応するために、必要な情報を整理し蓄積した下記の2つのデータベー
スを持っていることがたいへん重要である。
データベースを作成するあたり、前述したとおり、写真・データ・図形を日英両表記で
蓄積しておくとよい。また、国内団体等とのコンタクト履歴等を逐次入力し、過去の経緯
や履歴が一目でわかるようにしておくと、継続的な営業活動に役立つ。

［ 図2-3 国際会議誘致のためのデータベース ］

1）自都市・地域の基本情報

2）国際会議開催情報

（セールスポイントとする情報）

（ターゲットとする会議の情報）

1）都市・地域の基本情報のデータベース化は、
「
（1）都市･地域チェックシートによる現
状把握 ③都市・地域の基本情報のデータベース化」に記述した。
（28ページ）
2）国際会議開催情報のデータベースについては次ページの例を参照されたい。
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国際会議誘致の方法

国際会議誘致のためのデータベース
（例）
（財）
くにびきメッセ
（松江コンベンションビューロー）
のデータベース活用
財団法人くにびきメッセは、島根県の優れた自然や歴史を活かし、コンベンションの誘致と
支援を行うとともに、島根県立産業交流会館
（愛称：くにびきメッセ）
の管理運営を行っている。
ここでは、データベースを国際会議誘致に有効活用している事例として紹介する。
■ 誘致対象とする情報の範囲
国内の学会･大会では特に限定していないが、宿泊施設の都合上、国
際会議は500人前後の規模のものを営業対象、受け入れ対象として
想定。
■ 運用

くにびきメッセ外観

・1992年から同じデータベースを使用。
・2名でメンテナンスを担当し、他の職員は入力のみ可能。
JNTOやJCCBのデータの提供を受けたら、名寄せをして消し込み作業を地道に実施。
ただし、営業履歴などはすべて各担当が直接入力。
主催者等とのコンタクト履歴を逐次入力し、過去の履歴が一目でわかるようにしている。
・データベースのメンテナンスは時間をかけて実施。
・各種の印刷フォーマットを用意し、簡便で使いやすいデータベースを作っている。
■ 予測や分析、営業への活用
・データ件数は7,000〜8,000件程度だが、実際に松江で活用できるデータは1,500〜1,600件。
・データベースは営業案件の抽出、およびコンタクト履歴の保存のために活用している。
・会議場のキャパシティや宿泊施設の収容能力との関係から、松江で開催可能な規模の会議を
営業対象、受け入れ対象としてピックアップする。
・選定した営業案件の国内主催者（協会や団体、大学関係者）を訪問し、開催支援制度の紹介、
会議場や宿泊施設の説明、必要な情報の提供を行っている。
誘致に成功した2008年の第71回国際隕石学会
バンケット風景
（松江フォーゲルパーク）
日本での開催が決定し、国内の別の開催地に決まりかけていたが、
開催支援制度の仕組みを説明し、松江の魅力を紹介したところ、同地
での開催が決定したもの。

（次ページへ）
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■ データベースシステムの検索・入力画面
（例）
トップページ
JNTOに対して、条件に合致す
る規模の国際会議のデータ提供
を依頼し、情報を更新している。

入力内容や設定
規模などの条件により、国際会
議を以下のとおり分類して入力。
A

開催可能、即時営業対象

B

将来的に開催可能、
長期の営業対象

検索画面

C

現状では開催不可能、
営業対象外

D 開催決定
F

開催終了

入力項目
・会議名
・開催年
・開催地
・開催規模
（参加者数）
・事務局連絡先
入力画面

・事務局担当者 等
主催者等とのコン
タクト履歴を逐次
入力し、過去の履
歴が一目でわかる
ようにしている。

（提供：財団法人くにびきメッセ）
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国際会議誘致の方法【マーケティング編】

第 2 ステップ 誘致対象とする国際会議の決定
自都市の現状を把握し、国際会議の情報を集め、データが蓄積されると、
「どんな国際会
議を誘致できるか」について、ある程度のイメージ（規模・テーマ・分野など）が浮かんで
くる。誘致対象の候補となる国際会議がはっきりしたら、自都市の現状と照合して誘致活
動を行うかどうか決定する。

（1）自都市の現状と国際会議情報との照合
留意すべきポイントは以下のとおりである。
（a）会場規模（会場計画）
自都市に適当な施設はあるか
（b）参加人数（海外・国内）
宿泊室数および日数はどれくらい必要か
（c）開催時期
その時期に、自都市の施設・ホテルの確保は可能か
（d）開催周期・過去の開催地
日本で開催される可能性があるか

（2）誘致対象国際会議の選定および選定後の取り組み
上記の条件をクリアし、誘致対象会議を選定したら、いよいよ具体的な誘致活動へ移行
する。当該会議の開催地決定のプロセスを把握し、その決定方法に応じて誘致活動を行う
ことが重要となる。その手法を次章にて詳述する。
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第
国際会議誘致の方法
【実践編】

3章

3章 国際会議誘致の方法【実践編】

第

本 章 の ね ら い
誘致対象とする国際会議を選定したら、いよいよ具体的な誘致活動に入る。
まず、誘致対象となる国際会議は、どのように開催地を決定するのか、そのプロセス
を知ることが必要となる。そして、決定方法に応じた誘致活動・支援活動を実践する。

第3ステップ

開催地決定のプロセスを把握
どのように開催地は決定されるのか、開催地決定の
プロセスを知る

第4ステップ

誘致活動
〈1〉競合国がある場合の誘致活動
日本の「強み」と「弱み」を知る
競合となる国・都市の特徴を知る
誘致主体（国内主催者等）の意向を確認し、誘致のポイント
を整理する
誘致活動・支援活動の展開
開催提案書（ビッドペーパー）の作成
誘致における官と民の協力体制

〈2〉日本開催が決定している場合の誘致活動

第5ステップ

誘致活動の評価
誘致に成功した場合
誘致に失敗した場合

第1ステップ

自都市の
現状把握

第2ステップ

データ
ベース化
国際会議
情報収集

誘致対象
国際会議
選定

（本章の扱い範囲）
第3ステップ

開催地決定
プロセス
把握

第4ステップ

誘致
活動

第5ステップ
対象
国際会議
開催地
決定

誘致
活動の
評価
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第

国際会議誘致の方法【実践編】

第 3 ステップ 開催地決定のプロセスを把握
誘致しようとする国際会議が具体的になってきたら、その国際会議の開催地がどのよう
に決定されるのかという「開催地決定のプロセス」を把握することから、誘致活動を始め
る。国際会議開催地を決めるための手続きや手順を、国際会議を主催する団体や学会がど
のように決めているのか、そして、それらが実際にどのように運用されているかを知るこ
とが大切である。
これらの情報を入手するためには、日本国内のキーパーソンへコンタクトして詳しい情
報をヒアリングする、国際会議主催団体のウェブサイトなどに掲載されている規約や規定、
各種ガイドラインを入手するなどの方法がある。

（1）開催地決定の方法
国際会議の開催地決定の方法は、主催者や会議の種類によって異なる。
競合国がある場合、日本の開催（候補）地は、誘致主体（国内主催者等）があらかじめ指名
もしくはコンペ等で決めて、国際的な誘致競争にのぞむのが一般的である。
また、日本開催決定後に開催都市を決めることがある。この場合は、競合国がなく、国
内都市が競争相手になる。

［ 表3-1

国際会議の開催地決定方法 ］

主催者

官公庁

誘致主体
地方自治体
地元誘致協議会等

公的国際機関

国、地方自治体等

学会（国際本部）

国内学術団体（学会）

業界団体（国際本部）

国内業界団体

開催地決定方法

政府間調整で日本国に決定後、国内都市間で誘致競争

国際本部の指名（要請）
、話し合い（調整）
、もしくは立候補
による国際間競争※

※会議を主催する国際団体などで、理事等に日本人が就任しているか、あるいは日本の関係機関がその組織の中でどの程
度影響力を持つか、把握しておくことが重要である。
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［ 図3-1

一般的な学会・業界団体が開催する国際会議の開催地決定フロー ］

国際団体本部
開催要請・要望、公募
［ 国際団体本部内での動き ］

国内団体
開催の意思決定

A

立候補

競合国なし

理事会等で
内定

総会で
正式決定

理事会等で投票
等により内定

総会で
正式決定

理事会で内定

総会で
正式決定

（立候補式）
国内理事会等
での検討

※
競合国あり

《誘致競争》
ロビーイング
レセプション
プレゼンテーション
団体役員の招聘
開催提案書の提出 等

B
（指名式）

開催の意思決定

国際団体本部
に意思表示

国内理事会等
での検討

※競合国がある場合、開催地決定にあたっては、以下のような方法がとられる。
●理事会等の場で投票を行い、開催地を決定する。
誘致に立候補した主催者候補によるプレゼンテーションが行われる場合もある。
●関係者間の話し合いで開催地を決定する。
理事会などで候補地や開催時期を調整し、決定する。
（例）ある候補都市でまず開催し、他の候補都市で次回を開催するなどを
取り決める。
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（2）開催地決定プロセスにおける重要ポイント
開催地決定のプロセスを把握するうえで重要なポイントをいくつか挙げる。これらのポ
イントについて、誘致活動の早い段階で、できるだけ情報を集めておきたい。

・決定の方法
開催地持ち回り、立候補
（方法、手続き等）
・決定時期
いつ開催地を決定するのか。
たとえば、3年ごとの会議であれば、前々回にあたる2大会前の6年前に立候補を締
め切り、開催地を決定する場合が一般的である。毎年開催される会議では、数年先の
会議開催地を決定することが多い。
・決定の場
開催地選定委員会、理事会、総会等の場があるが、どの場で決定するのか。
・決定権の所在
その国際会議のルールではどうなっているのか、実情はどうなのか。
通常は、理事会等で投票により開催地を決定するケースが多い。しかし、国際団体
の会長が決定権を持っている場合、その団体の実力者である理事や財務担当者の発言
権が強い場合など、さまざまなケースがある。
・開催提案書（ビッドペーパー）作成の有無と提出期日
開催提案書の作成ガイドラインには、記入すべき項目、提出スケジュール（期日）
、
立候補する都市に期待されているポイントなどが記載されているので、必ず入手する
こと。
・競合の有無
国際会議誘致に乗り出している他の競合国・地域がある場合には、国同士あるいは
地域同士の誘致競争になる。競合の有無と、どこが競合相手になるのかを把握する。
・日本の誘致主体（国内主催者等）
日本の誘致主体（国内主催者等）の位置づけを把握する。国際団体・学会加盟の日本
の協会や学会が組織として誘致するのか、あるいは、有志による個人の集まりで任意
の委員会を作り誘致しようとしているのかなどを、把握しておいたほうがよい。
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第 4 ステップ〈1〉

競合国がある場合の誘致活動

国際会議を誘致するにあたり、競合国がある場合には、会議を主催する国際団体に対し
て、自らの都市・地域の魅力をアピールするだけでなく、日本で開催すること自体のメリッ
トを打ち出すことが必要となる。日本国内の誘致主体
（国内主催者等）
と誘致活動の進め方・
展開方法を、よく相談しなければならない。
すでに日本開催が決定している国際会議の誘致活動については100ページにて述べる。

（1）日本の「強み」と「弱み」を知る
国際会議を誘致するうえでの日本の強みと弱みを理解し、開催提案書を作成する際、地
域のアピールがその補完作用や相乗効果を発揮するよう、準備する必要がある。
① 日本の SWOT 分析
以下、表3-2に国際会議誘致における日本のSWOT分析を示す。
［ 表3-2 国際会議誘致における日本のSWOT分析 ］
Strengths「強み」

Weaknesses「弱み」

●産業、学術分野における蓄積、基盤、先進性

●地理的な障壁、「遠い」というイメージ

・各分野でのリーダーシップが取れる。

・｢極東の国｣ というイメージがある。

・先進的な施設、研究機関が多く存在。

・航空券等の交通費が高いと思われている。

・関連分野の裾野が広くさまざまな企業があり、事業
機会が多い。

●言語の障壁
・日本では英語が通じないと思われている。

●セキュリティおよびサービス水準の高さ
・治安が良く、警備水準が高い。
・衛生面での信頼性が高い。

・特に地方都市では、会場、飲食施設、交通機関等、
語学対応への課題は大きい。
・外国語の案内表示が少ない。

・食事や提供品の品質への信頼性が高い。
・時間に正確である。

●「物価が高い」というイメージ

・教育水準が高い。

・円高時にはそのイメージがさらに強くなる。

・ホスピタリティ、サービスの水準が高い。
・国内交通網が発達している。
●文化・観光の魅力
・自然景観や四季の魅力。（桜、紅葉、富士山、雪等）
・ユニークな文化や歴史、伝統芸能等。
（神社仏閣、舞妓、和食、温泉等）
・日本食や文化等、ソフトパワーへの人気が高い。
（アニメ、ファッション等）
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Opportunities 「機会」

Threats 「脅威」

●「アジア」地域の地位向上

●アジア、太平洋地域等近隣諸国の台頭

・欧米に集中しがちだった国際会議の開催件数が、ア

・シンガポールや韓国等の国際会議誘致に向けた強力

ジアで急速に伸びている。
・アジア各国の経済成長に伴い、
各産業のコンベンショ
ンニーズが拡大している。
・科学技術や産業分野等、アジアの中で日本は先進性

なプロモーション。
・競合国が多額の資金負担の提案を行うケースもある。
・アジア各国の会議場や宿泊施設の増設、更新。
・アジア各国のハブ空港をめざしたインフラ整備。

を発揮できる。
●国際組織のアジア支部誘致活動の動向
●欧米やアジアでの日本ブーム
・日本の食文化や生活様式（健康志向）に対する関心が

・シンガポールや香港等が、国際団体、国際企業のア
ジア地域本部を積極的に誘致。

世界的に高まっている。
・地球環境問題の中で、日本の省エネ等、先進技術に
対する注目が高まっている。

●価格差の障壁
・アフリカやアジアの一部の国では、日本との価格差
は引き続き大きい。

●各種プロモーション事業展開によるコンベンション
開催国としての日本の認知度向上

○内部環境要因：Strengths
「強み」
・Weaknesses
「弱み」
日本の特性に起因する、国際会議に関連する要因
○外部環境要因：Opportunities「機会」
・Threats「脅威」
日本を取り巻く世界の環境、市場、とくに誘致の際、競合国との比較

② 自都市の「強み」と「弱み」を知る
第2章の第1ステップで行った自都市の現状把握をもとに、
まず、
自都市の「強み」と「弱
み」を知ることから始める。次に、競合する都市との比較・分析を行う。
「都市・地域チェックシート」を用いた評価結果に対してどのように対処するかは、
その都市・地域の財政状況や誘致しようとする国際会議の条件等により、さまざまな
判断が可能である。基本的には、強みと考えられる部分は積極的にアピールするとと
もに、さらに競争力を高めるために、引き続き強化・育成を図ることとなる。
一方、弱みと考えられる部分については、
「競争に負けない」魅力を整備することが
必要であるし、あるいは、その部分には焦点が当たらないよう、誘致活動を工夫する
という手段もある。これらの強みや弱みの扱いについては、その国際会議を巡る競合
の状況により、戦略的に対応することが求められる。
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（例）競合する都市が強い優位性を備えているとき
（大都市である、国際空港があり海外からの交通アクセスが良い、等）
→

対抗するために、自都市・地域の「別の魅力」を打ち出し、異なる観点から競
争を行う。あるいは、不足分を補う工夫が必要となる。
（都市の大きさがコンパクトなため、参加者の市内移動が容易。国際空港から
国内線への乗り継ぎとなる最寄りの空港に会議参加者用送迎バスを用意する
など）

■ 連動性を持たせた企画・プランニング
国際会議の参加者にとって、開催国および開催都市・地域を訪れて会議に参加し
たことが思い出深い体験・経験となるよう、地域の持つ観光資源とその地域ならで
はの「ユニークベニュー」
（神社仏閣、
博物館、
日本庭園等）
や「ユニークプログラム」
（伝
統芸能の鑑賞等）を一連のものとして考える。たとえば、伝統芸能などのプログラム
を神社仏閣や日本庭園で企画し、レセプションや同伴者プログラムの会場として利
用できる等を、関係者と調整する。そして、誘致活動のなかに企画として盛り込む
とよい。
■ 優先順位
自都市の強みや弱みへの対応について優先順位を検討し、取り組みやすいもの・難
易度の低いものから着手することが考えられる。確実に達成していくことで、関係
する組織や諸機関のコミュニケーションが円滑になり、一体感も高まって、さらに
難しい課題に積極的に取り組んでいくことが可能になる。
■ 競合都市との比較
いくつかの都市が競合する場合は、有力候補地や競合都市に対して、自都市・地域
の何が優位となるのか、または改善すべき課題となるのか、比較・分析を行う。こ
の比較・分析を通して、自都市の優位性を示すことができ、アピールできる項目を
見つけたい。
この過程で、自らの都市・地域の力を競合都市と比較検討するため、海外都市の
情報を集めることが必要となるが、入手はなかなか難しく、想定でしか評価できな
いケースも多い。日本政府観光局
（JNTO）
に相談する等、できる限り情報収集に努め
たい。
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（2）競合となる国・都市の特徴を知る
海外各都市の特徴―国際会議が開催される都市として
国際会議の誘致活動を行う際には、具体的な競合国や競合都市を把握し、勝つための
作戦をたてる必要がある。ここでは、国際会議が開催される都市という観点から、世界
の各地域および主要都市の特徴をまとめた。

［ 表3-3 海外都市の特徴 ］
地域・都市名

国際会議マーケットとしての特徴
●古くからの産業・商業の中心地は見本市の開催地として長い歴史があり、その
地域と深く結びついている。

ヨーロッパ

●国際機関の半数以上が、本拠地をヨーロッパに置いていることから、関連する
国際会議の開催も多い。また、欧州域内の国際会議も多い。
●主要都市間は、航空網だけではなく鉄道網、道路網で結ばれているため、ヨーロッ
パの参加者が多い国際会議では、他の地域よりも交通利便性が高く、集客しや
すいメリットがある。
●UNESCO（国連教育科学文化機関）やOECD（経済協力開発機構）等、国際機関の
本部が多数立地する。

パリ

●世界の芸術・文化の中心地として国際会議開催件数が多く、ICCA統計（2012年）
による開催件数は世界2位。
●世界中の主要都市からの直行便乗り入れ等、全世界からのアクセスに優れている。

ウィーン

●IAEA(国際原子力機関)、UNIDO
（国連工業開発機関）、OPEC（石油輸出国機構）、
OSCE（欧州安全保障協力機構）等、エネルギー・安全保障分野での国際機関の本
部が多く立地するため関連の国際会議が多く、ICCA統計（2012年）による開催
件数は世界第1位。
●音楽・芸術の都として関連する国際会議も多く、ネームバリューも大きい。
●WHO（世界保健機関）、WTO（世界貿易機関）、ILO（国際労働機関）、WIPO（世
界知的所有権機関）、ITU（国際電気通信連合）等、国連の専門機関が集中し、関
連会合を多数開催している。

ジュネーブ

●スイス国内では他に、首都ベルンにUPU（万国郵便連合）
の本部、バーゼルにBIS
（国際決済銀行）の本部がある。
また、ジュネーブに本部を置く国際的非営利団体であるWEF（世界経済フォーラ
ム）の年次総会は、リゾート地のダボスで開催され、
「ダボス会議」として知ら
れている。
●シティは世界の金融センターとしての歴史があり、また、世界最大の再保険会
社ロイズの存在など、伝統的に金融・保険分野を中心とした関連会合が多い。

ロンドン

●IMO（国際海事機関）やIWA（国際水協会）の本部があり、海運分野や水環境分野
での関連会議の開催が多い。
●世界の主要都市からの直行便乗り入れが多いことから空港での乗降数も多く、
欧州最大のゲートウェイ都市となっている。
●世界の上位大学の研究実績の中で、英国はトップレベルにある。
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●EU（欧州連合）の政策執行機関である欧州委員会の拠点であり、かつ世界で最も
国際本部が集積する都市であり、欧州における重要な国際会議の舞台となる機
会が多い。
ブリュッセル

●NATO（北大西洋条約機構）、WEU（西欧同盟）およびUIA（国際団体連合）の本部
も立地している。
●ロンドン、パリと国際高速列車「ユーロスター」で結ばれているため、欧州内
での交通利便性が高い。
●世界の政治・経済・金融の中心で、国際機関の本部も集中している。

北米

●コンベンション施設は、大型見本市を開催するための展示場を主体に設計され
ている。
●米国内の学会や団体の総会に、海外からも多数が参加し、国際会議開催件数が
多い。

ワシントンDC

ニューヨーク

●IMF（国際通貨基金）、IBRD（国際復興開発銀行 通称世界銀行）の本部があり、
国際金融に関する会合および米国政府主催の会議開催が多い。
●国際連合本部等、国連の関連機関も多数立地していることから、国連関係の会
合が数多く開催される。
●世界経済の中心地であり、国際金融・経済に関する会議も多い。
●世界中の主要都市からの直行便が乗り入れ、全世界からのアクセスがよい。
●ICCA統計
（2012年）
による開催件数は北米最多。

モントリオール

●IATA（国際航空運送協会）の本部があり、航空、工業関係の国際会議が開催され
る。
●近年の経済発展に伴い、国際会議の開催件数が最も伸びている地域。

アジア・オセアニア

●学会本部や団体本部の所在地は欧米が中心のため、アジア・オセアニアでの開
催が少なく、地域内にて激しい誘致競争が繰り広げられている。
●国際会議の誘致を、国や都市の政策として取り組んでいる都市が目立つ。
●企業のインセンティブ会合やアジア地域内の国際会議開催が増加している。
●ハブ空港「チャンギ国際空港」の利便性と国を挙げての誘致活動が奏功し、
ICCA統計（2012年）による国別開催件数は世界6位、アジア・太平洋地域1位と
世界トップレベル。

シンガポール

●2010年に、シンガポール政府が観光誘致を目的として設立した統合型リゾート
「マリーナベイサンズ」が完成したことにより、同年以降より国際会議件数も大
きく増加。
●公用語が英語であることも、国際会議誘致には大きなメリット。
●金融、バイオ・医療、環境・水、IT等の分野を国の重点産業と位置付け、同分野
の国際会議・展示会を積極的に誘致。

上海

●大規模コンベンション施設（上海国際会議中心、上海新国際博覧中心等）の建設
や、2001年のWTOの加盟により、国際会議開催件数が伸び、ICCA統計（2012
年）による都市別開催件数はアジア・太平洋地域10位。
●世界の中でも海外からの直接投資が多い都市で、中国経済の中心。

ソウル

●国家政策としてコンベンション施設を増やし、誘致に力を入れている。英語教育
や独自の資格制度による人材育成に注力するなど国際会議の受け入れ体制を強化
しており、ICCA統計
（2012年）
による都市別開催件数は、アジア・太平洋地域4位。
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メルボルン

●各学術分野の著名な研究者をアンバサダーとして任命し、メルボルンのPR及び
国際会議の誘致活動を委嘱する「Club Melbourne」を実施しており、アンバ
サダープログラムの先駆者。ICCA統計（2012年）による都市別開催件数は、ア
ジア・太平洋地域4位。
●国際会議及びインセンティブ旅行の国際的な見本市であるAIMEをホストしてお
り、海外の幅広いミーティング・インセンティブプランナーとネットワークを
構築。

シドニー

クアラルンプール

バンコク

●美しい景観や温暖な気候、オペラハウス等の観光資源を活用し多くの国際会議
やイベントを誘致してきた実績があり、ICCA統計（2012年）による都市別開催
件数は、アジア・太平洋地域6位。
●ダーリングハーバーの再開発プロジェクトにより、2016年末までにシドニー・
コンベンション・エキシビション＆エンターテイメント地区の中で、新規にシ
ドニー国際会議場を建設予定。
●2009年にマレーシア政府がMICE推進機関であるMyCEB（マレーシア・コンベ
ンション&エキシビション・ビューロー）を設立したことに伴い、マレーシアの
中心として国際会議開催件数を伸ばしており、ICCA統計（2012年）による都市
別開催件数は、アジア・太平洋地域8位。
●アジア・太平洋地域の中では東京に次いで国際機関の所在数が多いことから、
関連の国際会議も多く、ICCA統計（2012年）による都市別開催件数は、世界16
位、アジア・太平洋地域3位とアジアの中でトップクラス。
●アジア有数の観光リゾートとして人気のデスティネーションであり知名度も高い。

台北

●台湾政府が強力に推し進めるマーケティングプラン「Meet Taiwan」キャンペー
ンが2012年のICCA Best Marketing Awardを受賞する等、近年マーケティ
ングに力を入れている。同キャンペーンの効果もあり開催件数を伸ばしており、
ICCA統計（2012年）
による都市別開催件数は、アジア・太平洋地域7位。

ニューデリー

●インドの政治・経済の中心。アジア・太平洋地域の中で、東京、バンコクに次
いで国際機関が多く、ICCA統計（2012年）による都市別開催件数は、アジア・
太平洋地域13位。

その他

●近年、急激な経済発展に伴うインフラの整備や知名度の向上により、国際会議
の開催件数を伸ばしている都市。
●各国際本部は中東、アフリカ、南米の各地域において会員の増加を図ろうとし
ており、今後も開催件数の増加が見込まれる。

ブエノスアイレス

●南北アメリカの中で最も国際会議開催件数が多い都市。気温が温暖で快適であ
ることに加えて、南米の中で最も美しい都市とされ、南米における「パリ」と
例えられており人気が高い。

リオディジャネイロ

●南北アメリカの中で2番目に国際会議開催件数が多い都市。2014年のワールド
カップ、2016年のオリンピック・パラリンピックの開催に伴いブラジルが注目さ
れる中で、サンパウロとともにブラジルを牽引する2大都市の1つとなっている。

ドバイ

●ドバイが経済戦略上重要視している「医療・ヘルスケア」
、「ＩＴ」、「金融」等
の分野を中心に、学協会の国際本部または地域本部誘致を促進するためのフリー
ゾーンを設置し特典を付与。国際本部や地域本部の誘致によって、国際会議開
催件数の増加を図るねらい。
●中東、インド地域の拠点となる都市としてアクセスも良い。

ケープタウン
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●アフリカ地域で最も会議件数が多い都市。世界的にも有名なテーブルマウンテ
ンや喜望峰があり知名度が高いことに加えて、公用語が英語であることも国際
会議誘致においてメリット。

コンベンション・アライアンス
① Future Convention Cities Alliance
ソウル、ロンドン、アブダビ、ダーバン、サンフランシスコなど、7都市からな
るアライアンス。情報共有、共同リサーチ、ベストプラクティスの共有を通じて、
プロモーション活動を行う。
② Global Science & Convention Alliance
トゥールーズ（フランス）
、テジョン（韓国）
、ハイデラバード（インド）およびア
デレード（豪）の４都市によるアライアンスで、2011年に発足。イノベーション
開発、研究、ハイテク産業、リサーチに特化した活動を行う。
③ Best City Global Alliance
この種の共同体としては、2000年に発足した最も歴史の古いアライアンス。
1990年代に、当時のコンベンションビューロー間のサービスレベルのギャップ
解消、顧客へのサービス基準の制定のために、スタートした。加盟都市はエジ
ンバラ、コペンハーゲン、バンクーバー、シンガポール、ヒューストン、ケー
プタウン、ベルリンなどの10都市で、今後は東京を含む15都市への拡大を予定
している。マーケティングオフィスの本部はマレーシア。活動内容は、他都市
のビッドへの協力、ウェブサイトのフォーマットの共通化、他都市への新規事
業ノウハウやマニュアルの提供など。
④ Energy City Alliance
石油、鉱物などのエネルギー資源に恵まれているという共通項を持つ都市によ
るアライアンス。加盟都市はパース、
カルガリー、
アブダビ、
アバディーン
（スコッ
トランド）
等。
⑤ Power Cities Alliance
・欧州と米国の政治の拠点であるブリュッセルとワシントンＤＣが2011年に締
結したアライアンス。マーケティングやプロモーション手法等の情報を共有し、
相互に活動の支援を行う。
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（3）誘致主体（国内主催者等）
の意向を確認し、誘致活動のポイント
を整理する
各都市・地域の誘致支援担当者は、日本および自都市・地域と競合する国・地域において、
それぞれどのような強みや優位点、あるいは明らかな特徴があるかなどを把握したうえで、
誘致主体（国内主催者等）の意向を確認し、どのように誘致活動を進めていくかを検討する
ことが大切である。
［ 図3-2 誘致活動のポイント整理から誘致活動・支援活動の展開まで ］
主催者の意向を把握

自都市・地域の
「強みや優位性」
明確化

他都市
と比較

どのように開催したいのか？
会議プログラム、食事などの
社交行事、エクスカーション…

● 誘致活動のポイントを整理

日本
（自都市・地域）
を選んでもらう
理由を考える
なぜ自分の都市・地域がふさわしいのか？

（国際会議の主催団体に対し）

（国際会議の参加者に対し）

差別化できるポイントは？

参加者に喜んでもらえるポイントは？

支援プログラム、充実した会議施設、
宿泊施設、競争力ある登録料

観光スポット、
アフターコンベンションの魅力

● 誘致活動・支援活動の展開

開催提案書
（ビッドペーパー）
の作成
誘致主体
（国内主催者等）
と誘致支援担当者の共同作業、全体構成、各々の役割分担

誘致活動の展開
都市・地域へ来てもらう

プレゼンテーション

サイトビジット

理事会、総会など

キーパーソンへのアピール
ロビーイング、PRブース
レセプション
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実際の活動を通じ︑誘致主体関係者の考えや意向をより深く理解するとともに︑不安に思っていることを解消する

第3ステップ
開催地決定の
メカニズム把握

まず、誘致主体（国内主催者等）が、何を重視して国際会議を開催したいのか、具体的な
意向を把握する。たとえば、以下のようなことが考えられる。
・ 会議の規模に見合った施設を確保したい
・ 国内大会と合同開催したい
・ 開催費用を安価に抑えたい
・ 開催支援プログラムによる財政支援を受けたい
・ 同伴者プログラムやエクスカーションを充実させたい
これらをふまえたうえで、誘致主体（国内主催者等）が開催地に何を期待しているのかを
確認する。一般的には、次のような要望があると想定できる。
・ 開催提案書の作成を手伝ってほしい、あるいは、代行してほしい （一部または全部）
・ 各種の情報を提供してほしい （ホテル・旅館のリスト、同伴者プログラム案など）
・ 地方公共団体
（県や市）
首長名の招請状を取得してほしい
・ 会場やホテルを予約してほしい
・ 誘致や会議開催に必要な資金を援助する制度を紹介してほしい
・ 誘致活動全般をサポートしてほしい、相談にのってほしい
これらのさまざまな要望に応え、誘致支援のポイントを整理する必要がある。
① 情報の聞き取りとスケジュールの確認
開催提案書の作成有無、提出先、提出期限、誘致決定のプロセス、どこで開催が決
定されるのか（総会、理事会等）
、プレゼンテーションの機会があるのか等、具体的に
確認する。入手すべき国際会議の情報については、チェックシートを資料-3に載せた
ので活用してほしい。
また、この時には、誘致主体（国内主催者等）が何を重視して国際会議を開催したい
のかをできるだけヒアリングする。例として、
ウェルカムレセプションを特別な場所
（お
城や日本庭園など）
で開催したい、エクスカーションで連れていきたい場所などがある。
② 支援内容の提示
誘致主体（国内主催者等）の関係者で国際会議を誘致しようとする人々のなかには、
初めて立候補するケースも多く、誘致活動に不慣れで不安に思っている場合がある。
このような場合に、コンベンションビューローをはじめとする誘致支援担当者は、経
験に基づいたさまざまなアドバイスを提供することが求められる。こうした情報提供
などにより関係者の不安を解消するのも、業務の一環である。
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たとえば、以下のような支援が可能であることを説明し、誘致主体（国内主催者等）
のニーズに応じてその誘致活動をサポートすることを説明する。
a）立候補検討・決定の段階での支援
b）開催提案書
（ビッドペーパー）
の作成協力と招請状
c）サイトビジットに対する協力
d）プレゼンテーション実施の協力と支援
e）誘致ブース設置の支援
f） ジャパンナイト
（レセプション）
開催の協力
g）ロビーイング活動の支援
これらの活動内容については、次の「
（4）誘致活動・支援活動の展開」で説明する。
国際会議を誘致しようとする国内団体や個人は、誘致が成功し、その会議が日本で
開催される場合には、会議の国内主催団体になったり、組織委員会の会長や事務局長
に就任したりする可能性が非常に高い。そのため、誘致活動の進め方やスケジュール
の立案にあたっては、
これらの人々の意向を把握しておく必要がある。なお、
一人のキー
パーソンがすべての情報や答えを持っているとは限らないので、できるだけ複数の関
係者にあたるようにする。
このようなキーパーソンについて、国内・国際を問わず学会や団体での役職、過去
の会議開催実績
（国内・国外を問わず）
を調べておくとよい。この方たちは、自ら会議
（国
内・国際を問わず）を主催するだけでなく、有力情報が集まりやすい地位にあることが
多い。別のキーパーソンを紹介してくれたり、今回の会議だけでなく、別の会議を紹
介してくれる可能性もある。自分の地域にどのようなキーパーソンがいるのかを把握
したい。

Column

Ready to Host −韓国の誘致活動−

ある国際会議の誘致活動の際、各国がそれぞれ1ブースを使っ
て誘致活動を展開するなか、韓国は2ブースを使って積極的にPR
に努めていた。展示や看板、バナーに Ready to Host の文字
を大々的に掲げ、ノボリを使って場内を渡り歩くなど熱心な活動
が目を引いた。
ブースでは、国内学会会長の令嬢自ら、民族衣装・チマチョゴ
リをまとって盛んにPRし、また、その横のプラズマディスプレイでは、人気番組を流してPR手段
として活用するなど、韓国の存在をアピールしていた。
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［ 図3-3 国際会議誘致のタイムテーブル（例）］

国際会議の開催地は、通常選定対象とする会議の２回前の会議で決定されることが多い。そ
のため、３年周期で開催されている国際会議の誘致を行う場合、以下の例のように、７〜８年
前というかなり早い段階からの取り組みが必要となってくる。
年

誘致主体（国内主催者等）

誘致支援機関・団体
●誘致支援体制の整備
競合状況についての情報収集

2009年

●国内関係機関の調整、誘致の意思統一
競合状況の把握

2010年

●キーパーソンへのロビーイング（根回し） ●国際団体本部からのサイトビジットの受け
入れ
アジアの地域会議などを主催、国際的な
実績を作る。

●開催提案書の提出
2011年

●開催提案書の作成（主催者と支援担当者
の共同作業）
●プレゼンテーションの支援

●プレゼンテーション
●前々回の会議

※開催地決定

【誘致成功の場合】

【失敗の場合】

2012年

開催に向けた
準備、組織作り

再度立候補す
るのか。
再度立候補す
る場合、すぐに
準備にかかる。

2013年

2014年

前回会議でのPR

前回の会議

敗因分析と勝
つための方策
づくり

2015年

会議準備の本格化
2016年

2017年

国際会議の開催
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［ 図3-4 国際会議誘致から開催までの流れと誘致支援担当者の役割 ］

誘致主体（国内主催者等）
第１段階
国際会議誘致の
意向をかためる

誘致支援担当者の役割
●国内団体にアプローチし、各種の開催支援制度により協力できるこ
とを説明
●誘致活動のノウハウや資金貸付制度等の詳細な情報を提供
●誘致に消極的なメンバーに日本で開催するメリット等を説明すると
ともに、不安を解消し、誘致活動への協力を依頼

第２段階
国際会議誘致を国内団体の
総会等で正式に決定

第３段階

国際会議の誘致活動

●誘致に必要な活動やスケジュール案の作成
●適宜、必要なサポートを行う

●開催提案書の作成サポート
●競合都市がある場合、その強みと弱みを調査
●国際団体本部の意思決定権者等キーパーソンを日本に招請し、
サイトビジット（現地視察）を行う
●国際団体本部の役員、有力会員に日本への協力を依頼
●地元自治体首長名による招請状の準備
●ジャパンナイトの開催等に協力

第４段階
国際団体の理事会、総会等
で正式に立候補を表明、
投票により開催地が決定

第５段階

開催準備

●国内団体の立候補表明に協力
●必要に応じ、総会等の場で開催都市のプレゼンテーション等を実施
●ロビーイングや誘致PRへの協力

●国内団体の開催準備を支援
●助成金や貸付金などの具体的支援
●開催準備の進捗に従って、各種コンサルティングを実施
●一般紙、業界紙・誌等のメディアにニュースリリース、情報提供
●広報活動全般への協力
●会場やホテル確保への協力
●地元自治体首長のあいさつ等協力依頼
●レセプション等の会場手配やアトラクション手配のサポート

第６段階
国際会議の開催
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●各種開催サポートの提供

（4）誘致活動・支援活動の展開
誘致支援担当者が行う主な誘致活動および支援活動は、具体的には以下のような項目と
なる。このうち、
「
（c ）開催提案書
（ビッドペーパー）
の作成協力と招請状」については、
「
（5）
開催提案書
（ビッドペーパー）
の作成」にて詳述する。
重要なことは、常に誘致主体
（国内主催者等）
と連携して活動することである。

（a）立候補検討・決定の段階での支援
国際会議の開催地として立候補する場合は、まず、国内団体の理事会等で、立候補
を検討・決定する。誘致主体（国内主催者等）
が、組織として誘致することを機関決定し
ておくことは、後々の誘致活動の展開において、大変重要な意味を持ってくる。
ときには、国内団体に立候補を働きかけることも、コンベンションビューローの有
効な活動である。立候補に消極的な会員がいる時には、誘致支援担当者が国際会議開
催の意義・効果を説明するとともに不安を解消し、立候補に賛同してもらうところま
でを行うケースもあるが、日本ではまだ稀なケースである。
実際に説明の機会を与えられなくとも、国際会議開催の意義や効果を書面にして、
関係者に提供することは多い。これらの文書を整えておくことは、誘致が成功した際、
寄付金募集等のための資料である「募金趣意書」の作成にも役立つ。
（募金趣意書に
ついては、
「資料-4 募金趣意書
（例）
」を参照）

（b）誘致活動を支援する体制の整備
国際会議を誘致するための具体的な支援体制を作る。このためには、誘致主体（国
内主催者等）
だけでなく、
できるだけ国や地方自治体を巻き込み、
日本および該当都市・
地域での国際会議開催を歓迎する姿勢をアピールすることが重要である。
そのためには、国・日本政府観光局
（JNTO）
、地方自治体、地元経済界、コンベンショ
ンビューロー、会議施設、PCO、ホテル等、関係者が一体となった誘致支援体制を
組むことがポイントとなる。
（
「図3-5 誘致活動の支援体制」参照）

（c）開催提案書（ビッドペーパー）の作成協力と招請状
立候補が決定すると、国際団体本部に誘致意思の表明として、
「開催提案書」を提
出する。開催提案書の作成については、
「
（5）開催提案書（ビッドペーパー）の作成」
で詳述する。
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［ 図3-5 誘致活動の支援体制 ］

誘致主体
（国内主催者等）
関係者が一体となってサポート
●要求事項にあった適確な資料の提供

サポート

●開催地をアピールする写真の提供
●関係者が連携し、
主催者をサポート

誘致支援担当者
国・日本政府観光局（JNTO）
地元経済界
PCO

地方自治体

コンベンションビューロー
会議施設

ホテル

（d）サイトビジットに対する協力
国際会議の誘致過程で関係者による会場下見
（サイトビジット）
が行われる。
次期開催地を決定するのは、国際団体の会長、事務局長、そのほか発言力のある理
事が主である。国内の関係団体と密接に連携し、誰が提案権、決定権を持っているか
を調査することが第一歩である。
キーパーソンが判明した段階で立候補地へ招待し、関連施設や観光地の視察時や夕
食会等で、競合国・都市の動きや開催地決定方法の詳細等をヒアリングする。あわせ
て、日本および立候補地への支援を依願する。これは、誘致活動としては最も効果的
な手法である。希望があれば配偶者同伴で招待することも効果的であり、日本のホス
ピタリティの質の高さを印象づける絶好の機会となる。
キーパーソンの招請にあたっては、国や日本政府観光局（JNTO）が提供しているプ
ログラムがあるので、ぜひ活用するとよい。それぞれのプログラム内容については、
「資料 - 5 キーパーソン招請プログラム」を参照されたい。
国際会議等で、日本に関心のある団体のキーパーソンを先行投資として招請するこ
とがある。
「百聞は一見にしかず」の効果は小さくない。この場合、国内に対応する
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団体がある場合には、その代表者を夕食会、レセプション等に招いて、懇談する場を
もつことが重要である。
また、国内の学術集会のゲストとして、海外のキーパーソンを招請することも多い。
その際に会議施設の視察や周辺地域のツアーを行うとよい。
キーパーソンの招請においては、次期開催地の決定方法、競合国・地域の活動状況
等に関する詳細な情報を入手することを主眼におき、
「いつ、どこで、誰が、どのよ
うな方法で決定するのか」
、
「競合国・地域の活動状況はどうか」といった情報を収集
し、勝つために自分たちはどうすればよいかを探る。

サイトビジット時の注意事項
サイトビジットは、国際団体の会長や事務局長、会場選定委員会の委員長や担当役
員など、重要な立場についている方が来日されるケースが多く、これらの方々に、ど
のようにしてよい印象を持って帰っていただくかを工夫することがポイントである。
このサイトビジットに対応する担当者（コンベンションビューロー、会議施設、
PCO、ホテル等）
は、通訳を介さず自ら英語等で応対できることが望ましい。

プログラムや日程の事前打ち合わせ
ホスト役となる日本側の関係者（国内団体の会長や事務局長、国際担当理事な
どの役職をしている方々）
と日程やプログラムの打ち合わせを充分に行う。
打ち合わせにおいて、それぞれの場面での責任者と進め方・役割分担を決めて
おく。
知事や市長等との面会は、開催都市の熱意を理解していただくためにも効果的
である。

練習とリハーサルは念入りに
会場紹介などのプレゼンテーションを行う場合は、早めにスライドや原稿の準
備にとりかかる。英語でのプレゼンテーションとなるため、発表担当者は練習を
行い、予定時間内に終わるようリハーサルを入念に行う。
会場等の視察順序をあらかじめ決めておき、所要時間の計測やポイントとなる
見せ場の確認を行う。
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質疑応答に備える
会議の特徴を担当者がよく把握しておく。質問や要求事項があった場合にどう
答えるのか、誰が答えるのかを主催者と相談し、準備する。
会場を見ていただく際には、技術的な質問にも対応できるよう、担当者を配置
し、資料を準備する。

例）韓国の釜山市が、ある会議の誘致に成功した際には、会場の技術担当者が、インターネッ
ト接続の有無、会場を分割使用できるか、音響や照明に関する質問など、技術的な質
問にその場で的確に答えて、好評を得たそうである。

訪問先担当者と綿密な打ち合わせ
会議施設やホテルなどを何カ所か視察する際には、それぞれの訪問先担当者と
事前に打ち合わせを行い、訪問についての趣旨説明を行う。
視察の際、受け入れ側担当者がこういったサイトビジットに不慣れなため、受
け入れや質疑応答に際して、視察をする方々の印象を悪くするケースがあるので、
事前によく関係者間で打ち合わせをしておく。また、会議の要件にあわせた視察
をセットすることも考慮するとよい。

訪問先を工夫する
下見において、会議施設や宿泊施設を見せるだけではポイントにならない。好
印象を与えポイントに結びつく見せ場を工夫すべきである。
たとえば、美容関係の国際会議でサイトビジットがあった際、その都市に古く
からある美容室に案内し、国際団体の関係者に感激されたという事例もある。こ
ういったきめ細かな工夫が大事である。
別の会議では、安価な宿泊施設がどれだけあるかがポイントの一つであったの
で、公営の宿泊施設にご案内したところ、高い評価を得ることができた。
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(e) プレゼンテーション実施の協力と支援
複数の国・地域が立候補している場合、国際団体の理事会等の場でプレゼンテーショ
ンを実施することが多い。コンベンションビューローなどの誘致支援担当者は、プレ
ゼンテーションの内容や映像等に関して、資料の提供や作成に協力するだけでなく、
担当者を派遺する場合もある。また、海外の例であるが、コンベンションビューロー
などが国内団体に代わってプレゼンテーションを行うこともある。
プレゼンテーションでは、映像機器等を使用して、ビデオ映像やスライドショーな
どを用いて立候補した都市、施設、観光名所 ※ などを魅力的に紹介する。映像素材
を急に用意するのは難しいため、あらかじめ施設や観光用素材を撮影しておいたり、
JNTOが持っている素材を活用するなどを検討する。
「日本は物価が高い」というイメージが世界各国に根強いため、それを打ち消す具
体例を挙げて紹介すると効果的である。
開催地決定は、しばしば投票する人たちの感情の流れによって左右される。プレゼ
ンテーションでは、誘致したいという熱意を汲みとってもらえるようアピールするこ
とが大事である。
※ 会議はあくまでも、テーマを話し合うためのものである。あまり観光色を出しすぎると反発を買う
おそれもあるので注意する。

Column

サイトビジットの攻略法

会場関係者が最も力を注いで準備するのが「サイトビジット」である。決定権者が会場候補地を
訪れるので、その瞬間の印象で評価のよしあしが決まるといっても過言ではない。空港に降り立っ
たところからチェックは始まるといわれるくらいである。ましてや、会議の会場候補であれば、な
おさら入念な準備とリハーサルをくりかえすべきである。
その瞬間を「お見合いの第一印象」のようなものと表現する会場担当者もいる。大事な日に、会
場も実際の使用計画に合わせてセッティングをするなどの演出をこらして、決定権者の入室の瞬間
を待つ。入室の瞬間、会場のスクリーンに自分の名前とともに Welcome の文字が飛び込んでく
れば、決定権者にも自然と笑顔がこぼれるのである。
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(f) 誘致ブース設置の支援
投票権のある理事や開催地選定委員会の委員に対して、協力依頼文書の発送、理事
会等での資料提供と誘致ブースでのギブアウェイの提供など、誘致主体（国内主催者
等）
が行う活動をできる限り支援する。

(g) ジャパンナイト（レセプション）開催の協力
海外での国際会議の場でレセプションを開催し、国際団体の主要なメンバーを招待
することもたいへん有効な手段である。現地の日本国大使館や領事館と連携し、
「ジャ
パンナイト」と銘打ってレセプションを行うこともある。日本的な空間を演出するこ
とはもちろん、楽しい雰囲気をつくり、日本や立候補都市・地域への好感度を高め、
日本への投票に結実させることが狙いである。
コンベンションビューローは、演出など雰囲気づくりの面や、場合によっては費用
の面で協力する。最近の例では、外務省の協力を得て、国際会議が開催されている国
に駐在する日本国大使にレセプションのホスト役となってもらい、各国のキーパーソ
ンに大使名で招待状を出し、日本開催を働きかけた例もある。
国際会議を主催する団体によっては、倫理規定を設け、飲食の提供や事前に接点を
持つことを制限している場合がある。充分な注意が必要である。
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誘致ブース
PRブースでは、日本および地域の魅力を伝える写真をあしらったポスターの掲示が有
効である。そのほか、各種のパンフレットやマップを用意する。担当者はハッピを着
たり、折り紙等を用意したりして、できる限り多数の参加者にPRブースに立ち寄って
いただけるよう工夫する。

第65回世界SF大会でのPRブース

創傷治癒学会のトロントでのPRブース

※写真は2点とも横浜観光コンベンション・ビューロー提供

ギブアウェイ
いわゆるお土産、記念品の類である。通常はピンバッジやボールペンなど、比較的安価で、
気軽にお土産として持ち帰っていただけるものを用意する。
・地域を紹介する英語の地図やパンフレット
（誘致対象会議や開催地によっては、中国語・韓国語・ロシア語のものを用意することも検
討する）
・グッズ
しおり、うちわ、扇子、ピンバッチ、絵葉書、ポスターなど
手ごろでアピールできるものを多数用意する。

（例）オーストラリア―コアラのぬいぐるみ
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(h) ロビーイング活動の支援
ロビーイングとは、誘致主体（国内主催者等）の関係者が、直接海外のキーパーソン
に会って、日本へ投票していただくよう働きかけを行うことである。
誘致主体（国内主催者等）が不慣れな場合には、コンベンションビューローやPCO等
の誘致支援担当者が代わって行う場合もある。誘致支援担当者が国際会議の視察等に
同行した場合、公式な会議等には参加資格がなく、出席が難しくても、パーティなど
の社交行事には出席できるケースが多い。そういったケースでは、日本の代表者と一
緒にロビーイング活動を行うと非常に効果的である。

Column

朝のロビーイングで勝負！

ある国際医学会の日本への誘致活動でのこと。誘致委員会の
全権を担って、代表の先生が海外のリゾートホテルで開催され
た国際学会の理事会に出席した。
日本への会議の誘致とその後の方向性を決定する場は理事会
である。通常であれば、前日の夜にキーパーソンを夕食等に招
き、ワインを酌み交わしながら日本への協力などをお願いする
ところ。しかしながら、各理事との個別交渉が必要であること、
また、担当の先生がお酒が苦手ということもあり、究極の作戦が「朝食時を狙う」であった。
理事は全員同じホテルに宿泊しているため、朝食時にレストランで待ち構えていれば、確実に先
生方と話ができる。ちょうど時間差もあり、この先生は次々と現れる理事にむけて日本への協力を
訴えた。作戦は見事成功。無事に日本での開催が決定した。
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（5）開催提案書（ビッドペーパー）の作成
国際会議を誘致する場合、その国際団体本部や理事会に対して、開催提案書の提
出が求められる。これが、
「ビッドペーパー（Bid Paper）
」もしくは「プロポーザル
（Proposal）
」と呼ばれるものである。
内容、体裁を含めて、魅力的な開催提案書を提出しなければ、他国との競争には勝
てない。
好印象を与える提案書を作るためには、日頃からさまざまな提案書に目を通し、研
究しておくことが重要である。誘致に成功した開催提案書（ビッドペーパー）はどう
いった内容や表現を盛り込んでいたのか、研究することが大切である。
日本政府観光局（JNTO）が発行する「国際会議誘致マニュアル」があるので、参考
にするとよい。

シドニーのコンベンションビューローが国際学術会議誘致のために作成した資料。
写真等をふんだんにとりいれ、凝った仕様の冊子としている。
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① 開催提案書作成のためのガイドライン
国際団体には通常、国際会議開催立候補者のための ｢開催提案書ガイドライン｣ が
用意されている。この ｢ガイドライン｣ をよく読み、求められる項目について、細大
漏らさず、必要十分な内容を文書で説明する形式が一般的である。
（｢ガイドライン｣
の例については、資料 - 6を参照）
誘致主体（国内主催者等）は、ガイドラインに沿って、開催提案書を作成し、期日ま
でに国際団体本部に提出する。
このガイドラインに記載されている要求内容は、きわめて細かく複雑であることが
多い。ガイドラインに沿って開催提案書を作成するには、相当な時間と労力が必要で
ある。日頃から多忙を極めている誘致主体（国内主催者等）の関係者がこれに従事する
のは、困難なケースが多い。そこで、このような開催提案書を作成した経験のある日
本政府観光局
（JNTO）
、コンベンションビューローやPCOなどの担当者がサポートする。

② 開催提案書の項目と作成
開催提案書の主な項目は、次ページの表3-4のとおりである。項目は、国際会議に応
じて異なるので、会議主催団体が出しているガイドラインに掲載されている必要項目
とよく照合する必要がある。
ガイドラインで要求される内容は会議によって異なるが、基本書類を作成しておけ
ば、考え方の基本は同じであるので、以前作成したものを土台にして見直し、次回に
活かすことができる。
開催提案書の作成にあたっては、誘致主体（国内主催者等）と誘致支援担当者（日本政
府観光局（JNTO）
、コンベンションビューロー、PCOや旅行会社、ホテルなど）が協力
して、各々の専門性を活かして作成することが重要である。また、誘致主体（国内主催
者等）
からの依頼により、PCOがとりまとめることもある。
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［ 表3-4 開催提案書の標準項目例 ］
No.

項

目

（ⅰ）

招請状

※

（ⅱ）

日本で開催する意義やメリット

（ⅲ）

プログラム案・日程案

（ⅳ）

会議場・施設の紹介

※

（ⅴ）

ホテル・宿泊施設の紹介

※

（ⅵ）

交通手段（国内外からのアクセス）

※

（ⅶ）

ＰＣＯ（会議運営専門会社）

※

（ⅷ）

観光の魅力、エクスカーション、視察プログラムなど

※

（ⅸ）

予算

（ⅹ）

一般情報

（xi）

その他
特別な提案などがあれば記述する
（例）若手研究者受け入れのための優遇措置
開催のための補助金

※

※コンベンションビューローなど誘致支援担当者に協力を求められる項目

資料の作成にあたっては、材料となる会議施設やホテルの写真等を、普段から「ど
ういう写真なら使えるか」を考えて収集していないと、
いざ必要というときに使えない。
また、観光名所を紹介する写真についても、誘致資料としてふさわしい写真はすぐに
は手に入らないのが現状である。

〔開催提案書作成のための写真収集のポイント〕
▶ 視覚に訴え魅力的に見えるようにする
▶ 競合国・都市との差別化を工夫する
① プロが撮影した会議開催日程に該当する季節の写真
（通年で用意しておく）
② 開催地を象徴するもの
③ ポスター、パンフレット等に大判で利用した際にも美しいものであること
（画像が粗いものは避ける）

数カ国の開催提案書が同一のテーブルに並んだとき、投票権のある理事等の目に
「どのような印象を与えるか」ということが大変重要なポイントである。
国際会議誘致の立候補にあたり、開催を希望する「熱意」や「気持ち」をどれだ
け伝えられるかが誘致成功の鍵を握るといっても過言ではない。
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開催提案書作成の工夫 −各国の例に学ぶ−
■ オーストラリア・シドニー −スポンサーの存在をアピール−
提案書の冒頭に入る招請状は、通常受け入れ団体・学会の会長や管轄の大臣、自治体
の首長のものなどを入れる。この例では、国際会議開催をサポートする企業（医学関係
の会議なので製薬会社、オフィシャル・キャリアになる可能性の高い航空会社など）の
トップのレターを入れている。

■ デンマーク・コペンハーゲン −視覚に訴える−
左は地域・国のＰＲとして、客観的な数字を表の形で示し、優位性をアピールしている。
右はデンマークが誇る医薬先端研究地域（Medicon Valley）を構成する研究所のロゴを
並べて、研究分野の層の厚さを示している。

上記ビッド掲載の表 上：世界の会議都市ベスト10
上記ビッド掲載の表 下：世界で最もクリーンな
（不正のない）国ベスト10
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医薬関連企業の研究所

③ 開催提案書作成の実際
ⅰ）招請状
次の2種類の招請状がある。通常、1名につき招請状1枚とする。役職が高位の人物
からの招請状を用意することが、会議開催の意欲と熱意をより強く伝えることがで
きるとされている。
（首相の招請状を用意する場合もある）

日本国内の誘致主体
（国内主催者等）
からの招請状
（国内主催団体の会長や準備委員長から日本開催に向けた熱意と自信を表す書簡）

日本国内の主催団体の長からの正式な意思表明のレター。その学会や協会の正式
書類としてレターヘッドを使用し、国際会議を日本で開催したい旨を述べる。署名
はその団体の長が行う。その国際会議や国際団体で果たしてきた日本の役割や貢献、
日本開催の意義や目的等を簡潔かつ明確に記述する。

国、県や市、関連団体による、会議の日本開

観光庁長官名の招請状

催を歓迎する招請状
（観光庁、JNTO、自治体、コンベンションビューロー
等の長が、誘致主体（国内主催者等）の立候補を支持
し、
その会議が日本で開催されることを歓迎する書簡）

誘致主体（国内主催者等）による意思表明
をサポートし、国や地方自治体として国際
会議の開催を歓迎し、あわせて支援するこ
とを表明するレター。それぞれの団体の公
式書類として、レターヘッドを使用し、署
名を行う。
海外では、国家元首や国、州の首相、閣
僚からの招請状がよく見られる。従来、日
本に国際会議を誘致する場合には、日本政

第23回世界神経学会議の日本への誘致
に際して、観光庁長官名で出された招
請状（資料 - 10に再掲）

府観光局（JNTO）理事長名の招請状を出すことが通例であった。最近では、観光庁
長官名、さらに必要に応じて所管の大臣名による招請状を出すことができるよう
になっているので、ぜひ活用したい。
（招請状の例は資料 - 10を参照）
また、立候補地の県や市の首長による招請状も効果的であり、海外の競合国・地
域は、必ずといっていいほど提出書類に添付している。
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この招請状は、
「国を挙げて、地域を挙げて、国際会議を歓迎します」という意
思表示である。会議誘致にあたり、これがないと勝負にならない必須条件である。
日本政府観光局（JNTO）理事長、所管省庁の大臣や観光庁長官名での招請状につい
ては、日本政府観光局
（JNTO）
コンベンション誘致部へ相談するとよい。

ⅱ）日本で開催する意義やメリット
｢日本開催がその国際団体に対してどのようなメリットをもたらすか｣ という項目
については、十分考慮した上で記述することが望ましい。日本からの参加者や国際
会議に対する過去の貢献度について、具体的にアピールする。
（記述例）
日本の貢献度のアピール・将来への展望
日本の業績、学術レベル、技術力、関心の高さ、期待される参加者数を示す。日
本で開催することにより、日本やアジア・オセアニア諸国のメンバーに大きな影
響を与えることができ、将来、より大きな発展が期待できることを謳う。
地理的なメリット
日本開催の意義、
開催都市の強み・魅力を簡潔に、
分かりやすく説明する。過去に、
日本で開催されたか、アジア・オセアニア地域で開催されたかどうかも大きなポ
イントである。開催地域が持ち回りである場合、過去の開催地域の分析を十分に
行うことが鍵である。
会議と開催地との関係性
（歴史的、学術的、文化的背景等）
なぜこの地で開催する
（したい）
のかを明確にする。会議と開催地の間に何らかの
関係性を見出せる場合には、その関係性や理由をよく説明し、効果的に伝わるよ
うに記述する。
（例）
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歴史的背景

学術的背景

文化的背景

「○× 発祥の地」

地域の大学

著名人の出身地

「遷都●●●年」等

研究機関のテーマ

伝統工芸、伝承芸能

参加者動員のメリット
学術会議の場合、その国際会議の受け入れ先となる日本の国内学会の会員数が
非常に多いことを謳い、多くの日本人の参加者が見込めることをアピールする。
さらに、場合によっては近隣のアジア諸国からも多くの参加者を見込むことが
できることをアピールする。

ⅲ）プログラム案・日程案
会議の具体的なプログラム・日程案を例示し、具体的な開催イメージを示す。
国際学術会議の場合、プログラムの構成要素は学術プログラムと社交行事プログ
ラムに大別される。プログラムの構成要素について、国際団体に規定がある場合は
それに従う。ない場合には、
過去の会議プログラムを参考にして作成する。会議のテー
マ、内容、講演者等、できるだけ具体的な内容を盛り込み、魅力的な提案を行う。

ⅳ）会議場・施設の紹介
国際会議の予定会場
（会議場やホテル等）
を具体的に紹介する。会場の平面図に、そ
の部屋の使用目的や収容人数等を書き込んだ会場使用計画、フロアプランを示すと、
イメージを伝えやすい。
前例がなく、はじめて開催される会議を誘致する場合は、同規模の会議が開催さ
れた事例を参照し、その情報を提示する。
会場の関係者と相談し、写真や図面を使う等、できるだけ具体的かつ視覚に訴え
るように紹介する。会議場やホテルと連携を取りつつ、よい提案をしていくことが
重要である。
あらかじめ、会議場・施設の英文紹介資料を入手、もしくは作成しておくと便利
である。
（具体的な手続きに必要な資料として、資料 - 9に会議場の規約と申込書の英
文サンプルを掲載している）
また、開催年における会場使用料の設定について基本的な考え方を示し、契約条
件を明示することも必要である。

その他のポイント
・同時通訳設備の有無
・ネットワーク、情報通信システムが整備されている
・分科会会場を必要数確保できる
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・可動式パーティションにより、会場設営に柔軟性がある
・会議会場と展示会場が近接している
・ロビーやラウンジが広く、受付やコーヒーブレイクをやりやすい
・ケータリングサービス機能がある
・参加者向けサービス施設が充実している
（ビジネスセンター、
コーヒーショッ
プ等）
・アクセスの便がよい
・主催者をサポートする体制が整備されている
・環境への配慮
（省エネ、CO2排出抑制など）

ⅴ）ホテル・宿泊施設の紹介
国際会議の規模に見合った宿泊収容能力が十分にあることを記述する。会議場近
辺、もしくは会議が開催される都市や地域のホテル数、宿泊料金、室数
（もしくはベッ
ド数）
、会議場までのアクセス等をリストアップし、わかりやすく提示する。
宿泊ホテルの収容規模と価格帯を示すとともに、近隣ホテルを宿泊料金別に分類
して提案する。
国際会議誘致に絡み、宿泊料金の割引があるかどうかは大きなポイントである。ホ
テルと交渉して、｢コンベンション価格｣ を提示するなど、魅力ある条件提示を行っ
た方がよい。
これらのホテルの飲食施設
（レストランやコーヒーショップ）
についても、記述が必
要である。
地元のホテルや宿泊施設に関する情報は、コンベンションビューローにとっては
基本情報であり、必要があればすぐに提供できるよう、日頃から整備しておくこと
が重要である。

その他のポイント
・宗教的な制限あるいはベジタリアンに対応した食事のメニュー
・禁煙フロア、禁煙ルーム
・24時間対応のコンシェルジュ
・ビジネスセンター
（インターネット環境）
・低価格帯のホテル・宿泊施設
（海外のドミトリー等に対応するもの）
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ⅵ）交通手段
（国内外からのアクセス）
海外からのアクセス、国内からのアクセスともにわかりやすく簡潔に説明する。情
報を図式化して、見やすいものを提供する。その際、所要時間や費用、便数、直行
便の有無等も紹介すると便利である。
現在、多くの地方都市で、海外からのゲートウェイ空港は成田空港である。成田
到着後、リムジンバス等で羽田空港に移動し、羽田から国内便のフライトでその都
市へ移動する。もしくは、東京駅まで移動し、新幹線などで移動することとなる。
これら交通機関の所要時間・料金は掲載すべき情報である。

ⅶ）PCO
（会議運営専門会社）
会議の規模や内容によるが、熟練したPCOのサポートを得られることを開催提案
書に記載するケースがある。経験のあるPCOは会議の特性や参加者の特徴をよくつ
かみ、会議主催者に対し適切な助言・アドバイスを行うことができる。また、誘致
決定後、開催にかかる煩雑な事務局業務や発表用抄録受付業務、参加登録の受付業
務等も行っている。
参加者が1,000名を超えるような規模になると、専門のPCOが運営チームに入っ
ていることを開催提案書に表記することが条件となる場合もある。

ⅷ）観光の魅力、エクスカーション、視察プログラムなど
参加者がとくに興味を持つような訪問先やプログラムを写真入りで紹介する。
地域の歴史的建造物や日本庭園等、日本独自の文化や歴史、自然についても触れ
ておくと効果がある。
地域が最もアピールできるものを提示する。
「ユニーク」な文化をどれだけアピー
ルできるかが誘致のポイントとなる。
ⅸ）予算
会議の予算は誘致主体（国内主催者等）が作成するが、依頼により、PCOがとりま
とめを行うこともある。誘致主体（国内主催者等）から求められた場合、誘致支援担
当者は、会場費やパーティ、エクスカーション費用等の基礎資料を提供する。基本
的な予算項目については、資料 - 10に記載しているので参考にしてほしい。
国際会議開催にあたって資金面のサポート（助成金など）がある場合は、その情報
を提供する。また、市内交通費無料チケットや会議施設・宿泊施設の割引制度など、
誘致にあたり効果が大きいサポートがあれば、必ず紹介する。
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ⅹ) 一般情報
日本入国に際し査証が必要な場合の情報、天候や気候・温度に関する情報、その
他日本へ旅行する際に必要な一般情報を記述する。

xi) その他
当該会議の日本開催に際し、特別な提案を用意している場合に記述する。場合に
よっては、
「その他」ではなく、適宜目立つ箇所に記述し、アピールすべきである。

［誘致支援担当者からの提案例］
・日本の安全性、治安の良さ
日本の国際会議開催地としての魅力の一つは、
「安全性、治安の良さ」である
ので、項目の一つとして紹介したい。
・日本食の魅力
世界では「日本食はたいへん健康に良く、おいしい」というイメージがある。
地域の名産品や特産品とあわせて、提案書のなかで触れるとよい。

⑤ 開催提案書の活用
開催提案書を国際本部へ提出したらそれで終わりではない。次にどういうアクショ
ン、行動をとるかを誘致主体
（国内主催者等）
の方々とよく相談する。
たとえば、抜粋版を作成して、日本開催への支援を依頼するレターとともに、世界
各国の関係者へ発送するということが考えられる。また、開催提案書の主な内容をパ
ワーポイントにまとめ、さまざまな場面で活用することもできる。
なお、作成した開催提案書のフォーマットは保管し、ぜひ次の機会に活かせるよう
にしておくとよい。
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（6）誘致における官と民の協力体制
① 役割とネットワーク
誘致対象の国際会議が大規模であればあるほど、その誘致支援業務は多岐にわたる。
そこには、
「国や自治体の支援を必要とするもの」
、
「民の得意とするもの」があり、
「官」
と「民」の協力・連携が不可欠である。
主な誘致支援機関・団体とその役割を、表3-5に示した。

［ 表3-5 主な誘致支援機関・団体とその役割 ］

誘致支援機関

（a） 国・日本政府観光局（JNTO）

関係省庁・自治体・主催者との調整
国際会議の情報収集
誘致支援のための各種資料の提供
（所管大臣レター発出）
誘致支援プログラムの実施

（b）地方自治体

誘致支援のための各種資料の提供
公的施設の利用制限緩和、許可
地元経済界への協力依頼
開催経費の補助、助成

（c ）コンベンションビューロー
観光協会

誘致主体（国内主催者等）のパートナー
誘致支援のための各種資料の制作・提供
地域の観光資料制作・提供
視察時の受け入れ・観光施設等との調整
運営全般における協力体制の整備

（d）会議場（施設）

予約の調整
会場使用計画の提案
視察時の受け入れ

（e） 地元経済界
（商工会議所、業界団体等）

資金面での支援
歓迎事業の展開
プロモーションでの地元特産品提供

（f） PCO
（会議運営専門会社）

国際会議の情報収集、誘致コンサルティング全般
プロモーション資料の制作
誘致ブースの制作・現地での運営

（g） ホテル

長期にわたる予約の押さえ
コンベンション価格の策定
繁忙期の会場使用協力

官

民

誘致支援における役割（例）
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国際会議開催誘致の立候補の前段階として、日本政府観光局
（JNTO）
やコンベンショ
ンビューローは国内の誘致主体（国内主催者等）との調整を必要に応じて行う。立候
補にあたっては、会議施設・宿泊施設の確保、開催に必要とされるさまざまな条件の
確認、前回・前々回大会の関連情報の収集、開催提案書（ビッドペーパー）の作成など
が求められる。これらの多岐にわたる事項を推進していくために、各誘致支援機関・
団体の強みを最大限に活かし、効果的に役割を果たすためのネットワークづくりが必
要である。

② 具体的な協力体制の整備
誘致にあたっては、誘致主体（国内主催者等）だけでなく、国および地方自治体を挙
げて、日本、そしてその都市・地域への誘致を歓迎する姿勢をアピールすることが
たいへん重要である。それには、国、自治体、コンベンションビューロー、会議場、
PCO、ホテル、旅行会社等関係者が一体となって誘致支援体制を組み、総力を挙げて
誘致活動を展開しなければならない。
誘致活動を効果的に行うためには、国や日本政府観光局（JNTO）
、会議場やホテル、
PCOなどの関係者間の連携はとても重要である。普段から情報交換や相談など、意思
疎通のパイプを構築しておくとよい。こうしたパイプを作っておくことにより、以下
のようなことが可能となる。
・日本政府観光局
（JNTO）
のネットワークを通じた海外情報の収集
・国もしくは日本政府観光局
（JNTO）
のサイトビジットプログラムの活用
・誘致プレゼンテーションなどへの協力
・誘致活動時の海外でのプロモーション活動への協力
・所管の大臣名、もしくは観光庁長官名による招請状の発行

国際会議を日本に誘致することは、国際競争に勝って誘致するということである。
そのためには、想像力を働かせて有効な誘致活動を展開しなければならない。国や日
本政府観光局
（JNTO）
に積極的に相談するようにしたい。
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（a）国・日本政府観光局（JNTO）
国は、国際会議の誘致・開催を国家戦略として位置づけ、具体的な目標を定めると
ともに、必要な施策をとりまとめ推進する。
目標：国際会議の開催件数を2016年までに2010年比で5割以上増やす。
日本政府観光局（JNTO）は、国の業務実施の支援、自治体・国内受け入れ団体に対
する支援等を行う。あわせて情報収集・相談、関係省庁への調整、交付金制度の活用、
各種支援の手続き等の窓口となることが多い。誘致主体（国内主催者等）は、積極的に
活用して支援を受けるとよい。
（
「資料-11 日本政府観光局
（JNTO）
の誘致活動サポー
ト」を参照）
［ 図3-6 国・日本政府観光局（JNTO）の国際会議誘致支援の流れ ］
誘致主体
具体的な国際会議の開催・

観光庁

各府省庁

ワンストップサービス、各府省庁との調整

誘致に係る要望を提出

日本政府観光局（JNTO）
（例）
●所管大臣等の招請状が
ほしい
●海外のキーパーソンに

W E B サ イ ト「 支 援 要 請
フォーム」において、具体的
な国際会議の開催・誘致に
係る要望を受付、整理

働きかけをしてほしい
●国際本部の会長を視察
のため日本に招請したい

国際会議の
開催・誘致に
係る支援の
検討、実施

URL:http://www.jnto.go.jp/info/conventions/
TEL:03-3216-2905（コンベンション誘致部）

●開催決定の直前にジャ
パンナイトを開催したい

支援

（b）地方自治体
国際会議の誘致にあたって、地元の総意として「歓迎の意」を表すためにも地域の
協力は欠かせない。
その中心となるのが地方自治体である。政府系会議や大型の会議誘致の際には、
「実
行委員会」を発足させ、地域全体で取り組む場合も多く、地方自治体は、関連イベン
トの実施・環境整備・ボランティアの募集等の中心的存在となる。
また、公共施設の使用条件の緩和にも、自治体のリーダーシップが欠かせない。
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（c）コンベンションビューロー、観光協会
平成6年（1994年）に制定されたコンベンション法（正式名称：国際会議等の誘致の
促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律）によって認定された国
際会議観光都市
（2009年1月現在、51都市）
を中心に、コンベンション推進機関
（以下、
コンベンションビューローと表記）
が設置されている。
コンベンションビューローは、非営利機関で誘致支援活動の中心となる重要な存在
である。
（コンベンション法については、資料-1、国内のコンベンションビューローについ
ては、資料-14 -1を参照）
誘致主体（国内主催者等）は、会議の内容に関わる部分については、人脈もあり、さ
まざまな情報を持っているが、会議運営を支える「ロジスティックス（ロジ）
」につい
ては情報を持っていないことが多い。
誘致主体（国内主催者等）が不慣れなこの「ロジ」部分の調整・資料入手をコンベン
ションビューロー等が全面的にサポートすることにより、誘致支援において大きな役
割を果たすことができる。
国際会議の誘致にあたって、
◆主催者である国際団体本部として、どのような資料が必要か
◆国内外のコンベンションビューローはどのような資料を提供しているのか
についての情報収集・分析を行い、地域の特性を活かした資料提供を適宜に行うこ
とが求められる。
（d）会議場（施設）
日本では、国際会議が可能な会議場の大半は、国または地方自治体による「公の施
設」である。
（一部で第３セクターや指定管理者による民間管理が行われている）
国際会議の誘致は開催時期の数年前から行われ、通常ではなかなか会場予約が難し
い場合がある。会議場（施設）には、こういった場合の早期の予約受け入れ、会場確保
への協力が期待される。

会議場にとっての国際会議誘致メリット
（例）
◆ 稼働率アップ = 収入増
全館使用の会期3〜4日間の会議を1件誘致 → 稼働率1％アップ
◆ 会議場の知名度アップ
会議の誘致資料・ポスター・ウェブサイト等に、会議場の写真・URL等が掲載される。
◆ 職員のレベルアップ
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さまざまな国際会議主催者の要望に対応することで、会議場運営の経験の幅が広がる。

美術館・博物館等の公共施設
とくに趣向をこらした演出を求める国際会議やそのレセプションでよく使われるのが、城郭・
美術館・博物館等である。海外では、エジンバラ城
（スコットランド）
やFalaknuma Palace
（ハ
イデラバード）
を利用した例もある。
日本では、海外に比べ、文化遺産保護、消防法の規制等の理由から、利用できるケースは少
ないが、地域の文化資産のPRともなるので、自治体の積極的な協力が求められる。
◆ 九州・沖縄サミット 福岡蔵相会合の例
福岡市博物館の展示室内に会場を特別に設営し、本会合、
ワーキングランチ等を実施。
終了後には、本会合の設営そのままの会場を市民に公開
し、好評を得た。

◆ 第21回国際高血圧学会学術会議の例
九州国立博物館のロビーに舞台と着席のディナー会場を
設営し、会長招宴を行った。開宴に先立ち、参加者には
博物館展示を見ていただき、たいへん好評であった。

◆ 第13回国際老年精神医学会総会の例
大阪・中之島にある国立国際美術館でガラ・パーティを
開催した。
階段をステージに見立てて、子供達のバイオリン演奏、
また、ロビーに書道コーナーや利き酒コーナーを特設し
た。美術館の通常展示が終了した後、参加者向けに特別
に展示をオープンしたことも好評であった。
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（e）地元経済界（商工会議所、業界団体等）
国際会議開催には、資金面で協賛等の支援が欠かせない。この支援の中心となるの
が地元経済界である。また、歓迎行事を開催し、地元の歓迎機運を盛り上げ、誘致を
後押しすることも期待される。

地元経済界にとっての国際会議誘致メリット
（例）
◆ 国際会議の経済効果が大きく、波及効果も幅広い
◆ 記念品・イベント等での地場産業・地元名産品のアピールが可能
◆ 観光地、文化資産等のPRで、会議終了後の観光客増を見込める

サミットブランド
国際会議の 頂点 であるG8主要国首脳会議（サミット）は、会議の重要性や出席者のグレー
ドが高い等の理由から、プレスの取り扱いもきわめて大きなものとなる。
主催者（日本国）もプレス効果を意識し、プレス向けに地場産業・地元の名産品等を積極的
に取り上げる傾向がある。
◆北海道洞爺湖サミット…旭川の木工
今回のテーマである「環境」のシンボルとして、各国首脳が着席する円卓と椅子が世界の話題
となった。この円卓と椅子は、地元旭川の地場産業の技術を使って、塗料と釘を使わず、無垢
の素材を活かし白木の組み込みで作られたものである。

◆九州・沖縄サミット…紅型染め・伊万里焼
九州・沖縄サミットの首脳会合（沖縄）のコングレスバッグには沖縄名産の紅型染めが、財務大
臣会合（福岡）の夕食会では伊万里焼の洋食器が使用され、参加者の目を楽しませた。
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（f）PCO（会議運営専門会社）
民間主催の会議や学術会議等の場合、誘致の初期段階から誘致主体
（国内主催者等）
がPCOにコンサルティングや資料作成等を依頼するケースが多い。時には、開催の
数年前から海外での誘致活動にPCOを帯同することも少なくない。また、開催地と
して立候補する際には、PCOが決定していることが条件になる場合もある。
複雑な要素がからみあう昨今の国際会議誘致にあたっては、海外のPCOとのネッ
トワークが有効な場合も多く、誘致や運営経験が豊富なPCOを活用し、主催者・関
係者との連携を強化するとともに効率的な誘致活動を進めることが必要となる場合
もある。
PCO（Professional Congress Organizer）
コンベンション等をトータルに組織・企画・運営する専門会社。国際会議の円滑な運営
には欠かせない役割を果たす。東京・大阪・京都・名古屋・福岡・札幌等主要都市に事
業所を展開しているところもあると同時に、地場の事業者もある。

（g）ホテル
国際会議は、開催直前まで参加者数・スケジュール等が確定しないことが多い。
そのため、
◆ハイシーズンに大量の仮押さえが入る
◆会議の内容や参加者のレベルによっては、会期の前後も含めた長期にわたる仮
押さえが入る
等、経営面ではたいへん厳しい場合もあるが、中長期的なメリットや報道による
知名度アップを考慮した判断が求められる。

「学」との協同
「官」「民」の2極に分けられない「学」（大学・研究機関等）が国際会議の誘致には重要な役
割を持つ。国際学術会議では、「学」は誘致主体であり、組織委員会の中心となる。
大学・研究機関の有力教授・研究者の中には、国際会議に頻繁に出席したり、学術会議の
主催者として誘致経験がある人も少なくない。
誘致支援機関・団体は、世界各地の会議施設の情報、会議運営の進め方、地域のもてなし
等の情報や主催者としての地域への要望をヒアリングし、誘致支援策の策定に役立てるこ
とを積極的に進めるとよい。
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③ 積極的な誘致活動・支援活動の展開
国際会議の誘致活動は、開催年の2〜3大会前から始まることが多い。いざ具体的に
国際会議を誘致しようとなった時に資料提供・支援内容の決定のための時間がない場
合も多く、
日頃から誘致支援のための組織や体制を整えておくことが大切である。都市・
地域のコンベンションビューロー等が推進役、とりまとめ役となって、産学官の各関
連分野で幅広く関係者の参画を得ることが望ましい。
大型国際会議などの具体的な案件が発生した時に、
「○○○会議誘致委員会」のよ
うな組織を作り、誘致を支援する場合がある。国内の誘致主体である団体や学会が中
心となって誘致委員会を作り、そこに日本政府観光局（JNTO）や地域のコンベンショ
ンビューローの代表が加わる。このような場合、コンベンションビューローに対して
は、会議場やホテルと連携して会場予約や宿泊施設を早期に確保することが期待され
るケースが多い。

国際会議の誘致にあたっては、これまで述べてきたようなさまざまな準備、活動の
フローがある。開催地決定までのプロセスで、誘致活動の当初から最終段階に至るま
で最も重要なポイントとなるのが、誘致活動・支援活動に関わる関係者間の連携である。
開催地決定にあたっては、それぞれの国際会議に固有の重視するポイントがある。
しかしながら、最終的には、誘致活動を行う関係者の連携と結束が決め手となって、
さまざまな課題を克服できるケースが多い。課題や弱点のない国、都市・地域はなく、
その克服には官や民の区別はなく、誘致関係者の連携が最も大切である。
なお、誘致に成功することがなにより重要であるが、たとえ残念な結果に終わった
としても、誘致活動を行ったという実績が次の機会には必ずプラスとなる。誘致活動
を行う機会があれば、失敗を恐れず積極的に行うことが求められる。
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［ 図3-7 誘致支援に向けた組織づくりと活動フロー ］

誘致支援のメンバー策定

◆地元だけでなく国の出先機関等も含める
◆地域の著名人、
企業経営者、
学識経験者等のネットワーク化

誘致支援のための
マーケティング
◆国際会議の誘致に向けた現状分析と中長期目標の設定
◆マーケティング戦略の検討と策定
◆地域に適した国際会議の開催規模の調査
◆地域の会議施設、
宿泊施設、
観光資源等の把握や視察
◆国内主催者
（学会や協会、
大学教授・研究者等）
へのヒアリング
◆国際会議を多数開催している都市、
会議施設の視察
◆自都市・地域の魅力の戦略的情報発信、
プロモーション

誘致支援のための
資料作成・共有化
◆各誘致支援機関から提供された資料のとりまとめ
◆誘致主体
（国内主催者等）
の要望・意見のとりまとめと検討
◆受け入れ体制の整備

主催者へアプローチ

◆定期的に情報の受発信を行う
◆マーケティング戦略の実施

情報の更新、フィードバック

◆各種活動の評価とフィードバック
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第 4 ステップ〈2〉

日本開催が決定している場合の誘致活動

国際会議には、日本での開催がすでに決定しており、国内での開催地を決めるために各
都市・地域が誘致活動を行うケースもある。
この場合には、開催地を決定する権限は日本の誘致主体（国内主催者等）にあることがほ
とんどである。この誘致主体が中心となって国際会議の準備と運営を行うことになるため、
開催地を決める権限も持っているわけである。
このような場合の誘致活動は、これら国内の意思決定権者に直接、営業活動や情報提供
活動を行うこととなる。海外と競合する場合と同じく、以下の手順を踏むこととなる。
1． 開催地決定のメカニズムを知る。
（決定のプロセス―いつ、どこで、誰が、どのように決めるのか、あるいは決まるのか）
2． 自都市・地域の「強み」と「弱み」を把握し、競合する都市・地域と比較・分析を行う。
3． 会議主催者の意向を把握し、何をアピールするのかを検討する。
4． 開催提案書など必要な資料を作成する。国内での競合であれば日本語で作成する。
盛り込むべき内容については、海外と競合する場合と同じく、慎重に検討する必要
がある。
これらの活動を通して、自都市・地域がその国際会議開催にふさわしい都市であること
を示す。プレゼンテーションを行うことはまれで、誘致ブースやレセプションを開催する
ことはほとんどない。

●具体的に示すべき情報
（例）
・会議の開催施設、宿泊施設の数量などが当該国際会議の規模にあっている。
・地元自治体などによる支援プログラムが充実している。
・会議のキーパーソンが地域にいる。
・国際会議のテーマや内容などがその土地と何らかの「縁」
（ゆかり）
がある。

最終的には、関係者の誘致に向けた熱意や粘り強い営業活動が決め手となることが多い。
「当地でぜひ開催してほしい」
、
「必ず成功させる」という思いを言葉にして、会議主催者、
決定権を持つ相手に伝えることが重要である。
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第 5 ステップ 誘致活動の評価
目的としていた国際会議の開催地が決定して誘致活動が終了した後、誘致活動としての
最終評価を行うことが大切である。
誘致に成功した場合は、誘致主体（国内主催者等）と連携して、会議開催時に会議参加者
への調査用紙を配布する等、参加者による客観的な評価も加味した最終評価を行うように
したい。
一方、誘致に失敗した場合には、なぜ競合する他地域に決定したのかを分析し、地域に
欠けていた要素などを見直し、次回の誘致活動の際に活かすようにしたい。
誘致に成功した場合と失敗した場合に分けて、評価のポイントと今後の活用について、
以下の表に整理する。

［ 表3-6 誘致活動の評価 ］
評価のポイント

今後の誘致活動への活用

誘致に成功した場合

・誘致自体の成功
・誘致活動の総括
・勝因分析

・同じ主催者による関連会議の誘致
・誘致成功のポイントを整理
・誘致組織の結束を強化
・会議主催者ニーズの把握
・広報紙等での広報PR

誘致に失敗した場合

・誘致活動の総括
・開催決定都市・地域との要素比較
・敗因分析

・誘致失敗のポイントを整理
・次回誘致のための結束確認
・地域の弱点を克服する努力
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（1）誘致に成功した場合
誘致のための臨時組織を解散する前に、関係者間で集まって総括の会合を行うことはき
わめて重要である。今回の誘致に関して協力を要請した関係者に今後も協力を求めること、
また、今回はうまく協力を得られなかった組織に対しても、次につながるメッセージを伝
えることは、より強固な誘致組織を作っていくうえで大切である。
また、会議誘致が成功したことを自治体の広報紙等へ掲載することによって、会議開催
をPRすると同時に、国際会議誘致への取り組みを市民に広報することができる。
誘致に成功した場合は、誘致組織や協力団体・組織との間で、終了までの間も十分な情
報共有を行うことが重要である。
会議自体を成功に導くことが何より大切なポイントであるが、会議開催時に参加者の声
をアンケート等の形で集めて分析し、国際会議の開催地にどのような要望があるかを具体
的に把握することが、次の誘致につながる。

【成功事例（1）】

国際MICE見本市への出展と県内MICE関係者一丸でのアピール
「第99回国際キワニス年次総会の成功例」

国際キワニスは、国際ロータリー、国際ライオンズクラブに並ぶ、世界三大社会奉仕団体の一つ
として、世界の80 ヶ国以上で約7,500 のクラブ
（会員約22 万人、青少年等からなるキワニス・ファ
ミリー団体を含めると60 万人）で構成される。2014 年7 月に幕張メッセ（千葉市）で開催される第
99回国際キワニス年次総会は、国際MICE見本市への出展と県内MICE関係者が一丸となったアピー
ルにより誘致に成功した。
2012年10月にラスベガスで開催された「IMEX America2012」にて、
（公財）ちば国際コンベ
ンションビューローが国際キワニス本部コンベンション部長と商談したことをきっかけに、日本政
府観光局（JNTO）
、千葉県、千葉市、幕張メッセ等の協力を得ながら、継続的に誘致活動を行った。
2013年1月には視察団を受入れ、千葉市長もみずからが千葉の魅力を訴えた。その後視察団が提出
した視察報告書をもとに国際理事会で検討の結果、1月28日に内定を受けた。
誘致成功の主要因には、
（1） 国際見本市に出展、米国の国際本部と直接交渉を進めたこと
（2） 成田・羽田の両空港と、東京への至便さのアピール
（3） 地域一丸となったきめ細かな支援と熱意
などの点があげられる。
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【成功事例（2）】

「音楽と楽器の街」浜松市一丸となった支援体制をアピール
第20回アジア・太平洋吹奏楽指導者協会日本大会（2018年度）

2年ごとにアジア各国で開催される本大会が、アジアの吹奏楽活動の中心的存在である日本での
開催が期待されているとの情報を日本政府観光局（ＪＮＴＯ）より入手。当市は1994年に第8回大会
を開催した実績があり、早速浜松観光コンベンションビューローと当時同大会の取扱経験がある浜
松市文化振興財団が連携して日本吹奏楽指導者協会名誉会長である秋山紀夫氏と面談。秋山先生は
浜松市において毎年開催される全日本高等学校選抜吹奏楽大会の顧問や浜松市音楽文化名誉顧問と
しても就任しておられたこともあり、浜松市は「音楽・楽器の街」として世界的な楽器メーカーが
存在し音楽ホール等の開催施設も充実、また吹奏楽ファンも多く開催地として有力であるとのお話
をいただいた。
ただちに浜松市の関係部局（企画課・国際課・文化政策課・観光交流課）が調整を行い、浜松市長
の了解を得て立候補するに至った。
浜松市は、古くから「ものづくりのまち」として、楽器、オートバイ、繊維、光技術などの分野
で世界的に活躍する多くの人材や企業を生み出している。とくに、ヤマハ、カワイ、ローランドな
どの本社があり、楽器産業の集積を活かし、
「音楽のまちづくり」に取り組み、現在は「 音楽の都
に向けた挑戦」を推進している。また、3年に1度開催している「浜松国際ピアノコンクール」
「静
岡国際オペラコンクール」や2014年には「浜松世界青少年音楽祭」を開催するなど、世界に貢献
する都市として実績を積み重ねている。
さらには、ものづくり産業や音楽文化での蓄積を活かし、ユネスコ（国連教育科学文化機関）創造
都市ネットワークの音楽分野での加盟を申請し、
「音楽の都」に向けて、
さらなる発展を目指している。
こうして、推進体制の構築や財政的負担など、浜松市長の迅速な決断のもと、浜松市一丸となっ
て誘致に動き、浜松市での開催の優位性をアピールすることで、アジア・太平洋吹奏楽指導者協会
の理事会での開催決定につながった。
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【成功事例（3）】

広く、深く、細やかな誘致活動が成功のカギを握る
第23回世界神経学会議

2017年9月16日−21日

1981年に京都で開催された第12回世界神経学会議は36年後に再び京都へもどってくることに
なった。当時と異なることといえば、1）開催ローテーションが2年に一度世界4地域を順番に回る
こと 2）参加者数が7,000名規模のメガ会議になったこと 3）本部主導型がますます強固になった
ことと言える。開催都市決定は会員国である112カ国が一票を投じ、フェアに決定されるのだが、
票を獲得するための水面下での誘致活動こそ勝敗のカギを握る。とくに日本（京都）はすでに本国際
会議の開催経験があり、対立候補地であるソウル、香港にとっては最大の強みとなりうる。それ
を払拭するために日本神経学会招致委員会は「なぜ日本で開催したいのか」という目的意識を関係
者ひとりひとりが理解・共有したうえで、112カ国の票読みを地道に試みた。もちろん立候補都市
京都の魅力を最大限にアピールするリーフレットやプロモーションビデオの作成、投票日の前日に
Japan Night をウイーンで開催、京都の舞妓さんが贔屓の客にのみ渡す団扇の作成など、細やかな
心配りは当然のことだ。112名の投票者をリストアップし、各々の研究・専門分野を調査。その情
報に沿って、日本国内の学会員との人脈図を作る。その人脈図に従って一番親しい人から当人へ京
都へ一票をお願いする。このロビーイングは9月21日の投票日直前まで行われた。票読みこそ投票
で決まる開催地決定には欠かせない。また2020年オリンピック・パラリンピック開催決定に沸い
た直後、安倍首相からのInvitation letter 発行は誘致活動の最終コーナーに拍車をかけたと思う。
なお15分のプレゼンテーションの骨子は以下のとおりである。
1）東日本大震災に対し、各国からの援助のお礼
2）日本神経学会の歴史、アジアの神経学発展への貢献の実績
3）日本がなぜWCN2017を開催したのか（①超高齢社会、環境問題、災害医療など日本の経験を
世界と共有する ②日本だけではなくアジアオセアニア全体で開催する会議とする ③iPS細
胞をはじめ日本が先導する革新的先端技術による神経学の新たな展開を伝える
4）日本および京都の魅力をスライド、ビデオで紹介
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（2）誘致に失敗した場合
残念ながら誘致に失敗したケースでは、誘致活動に関する十分な評価が行われず、その
場限りになってしまう例が少なくない。しかし、中長期的な目標を持った誘致戦略を策定
しているのであれば、次回の誘致に活かすうえでも失敗したケースの反省や教訓は大切に
し、積極的に誘致活動を続けたい。
競合都市と比べて欠けていた機能（要素）は何か、もともと策定していた誘致戦略を改め
て見直す必要はないか、といった観点から最終評価をきちんと行うことが、次回以降の誘
致活動に活かされることになる。敗因の中で、改良できるものは中長期計画に組み込む。
また、今後の誘致活動において、誘致組織や関係者間にて、次の目標を明確にし、都市
あるいは地域としての弱点の克服、強みの一層の強化に取り組むことが求められる。誘致
活動のもと、一体となった組織がさらに維持・強化されるよう、関係者による不断の努力
が欠かせない。
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資料編

資料−1

コンベンション法

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
（平成六年六月二十九日法律第七十九号）

最終改正：平成二〇年五月二日法律第二六号

（目的）
第一条

この法律は、我が国における国際会議等の開催を増加させ、及び国際会議等に伴う観光その他の交流の機

会を充実させることが、外国人観光旅客の来訪の促進及び外国人観光旅客と国民との間の交流の促進に資するこ
とにかんがみ、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、並びに外国人観光旅客の観光の魅力
を増進するための措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進に寄与すること
を目的とする。

（定義）
第二条

この法律において「国際会議等」とは、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会（これらに付随

して開催される展覧会を含む。）であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せ
て行われる観光旅行その他の外国人のための観光及び交流を目的とする催しをいう。

（基本方針）
第三条

国土交通大臣は、国際観光の振興を図るため、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、

並びに国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置（以下「国際会議等の誘致の促
進及び開催の円滑化等の措置」という。）を講ずることによる国際観光の振興に関する基本方針（以下「基本方針」
という。）を定めなければならない。
２

基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本的な事項
二

国際会議等の誘致の促進に関する事項

三

国際会議等の開催の円滑化に関する事項

四

国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関する事項

五

国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務に従事する者の養成に関する事項その他国際会議等

の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることによる国際観光の振興に関する重要事項
３

国土交通大臣は、基本方針を作成するに当たっては、あらかじめ、外務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣
の意見を聴かなければならない。

４

国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

５

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

６

国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

７

第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
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（認定）
第四条

市町村（特別区を含む。以下同じ。
）は、申請により、その区域において国際会議等の誘致の促進及び開催

の円滑化等の措置を講ずることが国際観光の振興に特に資すると認められる旨の観光庁長官の認定を受けること
ができる。
２

前項の認定を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければなら
ない。
一

国際会議場施設その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要及び規模

二

国際会議等に参加する者の利用に供する宿泊施設その他の国土交通省令で定める施設の概要及び規模

三

国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務を実施する体制

四

当該市町村の区域又はその近傍に存在する観光資源の概要

第五条

観光庁長官は、前条の規定による認定の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をす

るものとする。
一

国土交通省令で定める基準に適合する前条第二項第一号に規定する施設が整備されていること又は整備さ

れることが確実であること。
二

国際観光ホテル整備法（昭和二十四年法律第二百七十九号）第三条 の登録を受けたホテルその他の前条第

二項第二号に規定する施設で国土交通省令で定める基準に適合するものが整備されていること又は整備される
ことが確実であること。
三

専ら国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務として国土交通省令で定めるものを実施する機

関その他の国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務を適確に遂行するに足りる体制が整備されて
いること。
四

当該市町村の区域又はその近傍に国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資する観光

資源が存在すること。
２

観光庁長官は、二以上の市町村から共同して前条第一項の申請があった場合において、自然的経済的社会的条
件からみて、当該市町村の区域において一体として国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ず
ることが国際観光の振興に特に資すると認められるときは、当該市町村を一体として同項の認定をすることが
できる。

（認定の公示等）
第六条
２

観光庁長官は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第四条第一項の認定を受けた市町村（以下「国際会議観光都市」という。
）は、同条第二項各号に掲げる事項に

国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

（認定の取消し等）
第七条

観光庁長官は、国際会議観光都市が第五条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認め

るときは、その認定を取り消すことができる。
２

前条第一項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

（国際会議等の誘致を促進するための措置）
第八条

独立行政法人国際観光振興機構（以下「機構」という。）は、国際会議観光都市について、国際会議等の誘

致を促進するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
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一

国際会議観光都市に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。

二

海外において国際会議観光都市の宣伝を行うこと。

２

前項に定めるもののほか、機構は、市町村が行う国際会議等の誘致に関する活動を支援するため、必要に応じ
て、海外における関係機関との連絡調整、助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

（国際会議等の開催の円滑化を図るための措置）
第九条

機構は、国際会議観光都市において開催される国土交通省令で定める国際会議等の開催の円滑化を図るた

め、寄附金を募集し、及び当該国際会議等を主催する者であってその開催に要する資金の援助を必要とするもの
に対し、交付金を交付するよう努めなければならない。
２

前項に定めるもののほか、機構は、国際会議等の開催の円滑化を図るため、必要に応じて、通訳案内を営む者、
旅行業を営む者その他の関係者のあっせん、国際会議観光都市以外の市町村において開催される同項の国土交通
省令で定める国際会議等の開催についての交付金の交付その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

（外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置）
第十条

機構は、国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するため、国際会議等が開催される市

町村の区域又はその近傍に存在する観光資源を活用した外国人観光旅客の観光に適する催しの実施に関する情報
の提供、助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

（機構の業務）
第十一条

機構は、国際観光の振興を図るため、次の業務を行う。

一

国際会議等の誘致に関する情報の提供その他の国際会議等の誘致の促進に関する援助を行うこと。

二

国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付その他の国際会議等の開催の円滑

化並びに外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関する援助を行うこと。
三 国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
四

国際会議等の誘致及び開催に関する調査及び研究を行うこと。

五

前各号の業務に附帯する業務

（区分経理）
第十二条

機構は、前条第二号の業務のうち国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交

付に係る業務（これに附帯する業務を含む。）に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設け
て整理しなければならない。

（国等の援助等）
第十三条

国は、機構、国際会議観光都市その他の市町村及び国際会議等を主催する者に対し、国際会議等の誘致

の促進及び開催の円滑化等の措置に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
２

地方公共団体は、国際会議等を主催する者に対し、国際会議等の開催の円滑化及び外国人観光旅客の観光の魅
力の増進に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

３

前二項に定めるもののほか、国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者
は、国際会議等の開催の円滑化及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関し相互に連携を図りながら協力しな
ければならない。
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附

則

抄

（施行期日）
１

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（罰則に関する経過措置）
２

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附

則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄

（施行期日）
第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。
）は、平成十三年一月六日から施行する。

附

則 （平成一四年一二月一八日法律第一八一号） 抄

（施行期日）
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附

則 （平成一七年六月一〇日法律第五四号） 抄

（施行期日）
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附

則 （平成二〇年五月二日法律第二六号） 抄

（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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資料−2

イベント・コンベンション関連産業図

国際会議を含むコンベンションを取り巻く業種についてまとめたものが下図である。
実に多種多様な業種が関係していることがわかる。

・ PCO
・ ECオーガナイザー
・ 通訳
・ 翻訳
・ 速記
・ 印刷
・ 出版
・ コピーサービス
・ グラフィックデザイン

・ 広報企画
・ コピーライター
・ ディスプレイ業
・ レンタル
・ 事務機器
・ オーディオビジュアル機器
・ 建築会社
・ 電気工事
・ 配管工事
・ 模型制作
・ 広告代理店
・ 芸能社
・ 映画制作

・ DM代行業者
・ 文具
・ 清掃業
・ 警備会社
・ ナレーター
・ モデル
・ 人材派遣
・ メッセンジャーサービス
・ 写真
・ 記念品
・ みやげ品
・ 花屋・植物

イベント
コンベンション･サービス
・ 会議場
・ 展示場
・ 見本市会場
・ イベントホール
・ 文化ホール
・ 劇場
・ スポーツセンター
・ 特設会場
・ ホテル
・ ビジネスホテル
・ 旅館
・ 公共宿泊施設
・ 料亭
・ レストラン
・ 給食産業
・ 喫茶店
・ バー・スナック
・ ナイトクラブ

・ 航空会社
・ 旅行業
・ 鉄道
・ 船舶
・ バス
・ タクシー
・ レンタカー
・ トラック
・ 通関業
・ 倉庫業
・ 配送業
・ 航空貨物
・ 代理店

コンベンション
会場
宿泊
飲食

会議

交通

見本市展示会

輸送

イベント

観光・都市インフラ

・ 美術館
・ 博物館
・ 遊園地
・ 動物園
・ 水族館
・ テーマパーク
・ アミューズメントセンター
・ 映画館
・ ショッピングセンター
・ アートギャラリー
・ 観光案内書
・ 商店街
・ コンビニ

・ プレイガイド
・ 銀行、保険
・ 病院、医院
・ 郵便局
・ 電信電話
・ 国際電電
・ マスコミ
（新聞、ラジオ、テレビ、雑誌）
・ クレジット・カード
・ 弁護士
・ 会計士
・ 経営コンサルタント
・ NPO

（「イベント＆コンベンション概論」（2006年・ジェイティービー能力開発

発行）
に記載の図を元に作成）
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資料−3

国際会議情報入手チェックシート

誘致活動を行ううえで、事前に入手しておくべき国際会議の基本情報について、以下の
ようなチェックシートを活用して整理するとよい。

国際会議情報入手チェックシート
会議名（正式名称）
会議名（【英文】）
国際団体名
代表者

事務局長

住所
電話番号

FAX番号

URL

E-mail

国内団体名
代表者

事務局長

住所
電話番号

FAX番号

URL

E-mail

開催年月

回

開催国（都市）

会場

【チェックポイント】
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1．基本情報の収集

□
□
□
□
□
□
□

開催周期は何年おきか、開催地域の傾向はあるか
直近開催の日程表は入手しているか
これまでに日本で開催実績はあるか
総会などの主な会議の構成
共催団体、後援団体、主要スポンサー
展示会の有無、展示面積、出展者数（小間数）
社交行事の種類、内容

2．立候補の準備

□
□
□
□
□

開催提案書作成ガイドライン
（記入項目、スケジュール等が明記）
を入手したか
開催地選定委員会、理事会、総会等のうち、どのような場で決定するのか
立候補の締切はいつか
審査方法や回数はどのようになっているか
規約に開催地決定方法は明記されているか（理事会の投票による等）

3．決定方法の把握

□
□
□
□
□

国際本部の意向等はどうか
会長の権限、理事や財務担当者の発言権はどうか
投票数の国ごとの配分はわかっているか
プレゼンテーションはどのように行なわれるか
過去の決定時における対抗国（都市）、票数はどうであったか（同情票の動き）

4．競合情報

□
□
□
□

今回の競合国は何カ国あるか、各国のキーパーソンは誰か
日本国内の他都市に競合の動きはないか
各国の誘致活動状況はどうか
各国の強み、弱みはどうか（立地、会場、時期等）

参加人数

資料−4

募金趣意書（例）

第○回 ○○○○○○会議

募金趣意書

第○回 ○○○○○○会議組織委員会
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第○回○○○○○○会議
「○○○○○○」

○○○○○○の決定をうけ、生体構成要素の網羅的な構造・機能解析をおこない、生命全
体をシステムとしてとらえる統合的な生命研究の時代に○○○○○○研究も入った。その成
果は医学を中心に、創薬・バイオインフォマティクスなどライフサイエンスとバイオテクノ
ロジーの発展に、今まで以上に強く影響すると思われる。実際、DNA チップを用いたトラ
ンスクリプトーム解析や質量分析計を用いたプロテオーム解析が疾患研究に応用され、成果
をだしつつある。HAPMAP プロジェクトやバイオバンクプロジェクトのような、ゲノムに
基盤を置いた大規模な疾患解析プロジェクトも進行している。これらのプロジェクトが生み
出す膨大な量のデータから、それが持つ「意味」を引き出すための新しいバイオインフォマ
ティクスの進展もみられる。このような研究は、○○○○○○大きな影響を社会に及ぼしつ
つあり、倫理的社会的な面からの研究の考察もますます重要になってきている。結局、○○
○○○○研究は、○○○○○○、より広く、より深いかたちに変化して、今まさに進行中で
あるといえよう。
○○○○○○を推進してきた○○○○○○の主催による○○○○○○会議○○○○○○は
今回でちょうど 10 回目をむかえる。この節目に当り、○○○○○○は、今まさに進行中で
ある新しい○○○○○○研究の、最新の成果を知り、今後の研究の方向を展望する場として
「○○○○○○」をテーマに 20 ○○年○月、○○○○で開催されることとなった。○○○
○○○研究は今や、生物学者・医学者に限られたものではなく、物理、化学、工学、情報学
の幅広い分野に関わっており、さらには、社会学、倫理学、法学等にも関わりができている。
○○○○○○は、このように幅広い分野の各国研究者からなるフォーラムとしても企画され
ており、国際的な交流を通じた研究の進展と、方向付けを計っている。さらに、○○○○○
○研究において、企業のはたす役割は、ますます重要になっており、○○○○○○では、特
に企業からの積極的な参加を期待したい。○○○○○○に幅広い分野の方がたのご参加を期
待する次第である。

第○回○○○○○○会議組織委員会
名誉組織委員長 ○○○○
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組織委員長

○○○○

組織副委員長

○○○○

会議の概要

1．会議の名称とテーマ
1）会議の名称
第○回○○○○○○会議

2）会議のテーマ
「○○○○○○○○○○○○」

2．主催 ･ 併催機関などの名称
1）主催
第○回○○○○○○会議組織委員会

2）併催
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3）協力
日本政府観光局
（正式名称：独立行政法人国際観光振興機構 JNTO）

4）協賛
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○

3．開催期間
20 ○年○月○日（○）― ○月○日（○）（本会議○日間）

4．開催場所
○○○○○○市（○○○○○○）
〒○○ - ○○○○ ○○○○○○市○○○○○○
電話

○○ - ○○○ - ○○○

ファックス○○ - ○○○ - ○○○
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5．主催責任者
第○回○○○○○○会議組織委員会
名誉組織委員長 ○○○○（○○大学名誉教授）
組織委員長

○○○○（○○大学○○○○○○教授）

組織副委員長

○○○○（○○大学○○○○○○教授）

実施責任者名（事務局長）
○○○○（○○大学○○○○○○教授）
事務局

〒○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
電話：○○○○○○ ファックス：○○○○○○
E-mail: ○○○○○

6．日本開催の経緯
○○○○○○は、○○○○○○プロジェクトを推進するための国際連絡機関として○○
年に、○○○○○○を提唱したノーベル賞受賞者である○○○○○○らによって設立され
た機構であり、各国における○○○○○○プロジェクトの立ち上げ、○○○○○○研究の
国際的枠組みの形成に尽力した。名誉組織委員長の○○○○は設立当初からの会員であり、
日本における○○○○○○プロジェクトの推進に中心的な役割をはたした。組織委員長の
○○○○は 1996 年から○○○○○○の評議員であり、20 ○○年からは○○○○○○の
会長をつとめている。
○○○○○○会議は、この○○○○○○が主催する○○○○○○研究の国際会議であり、
研究発表を通じて、○○○○○○研究の最新の成果を広く知らせるだけでなく、○○○○
○○研究者間の交流を図り、研究の推進と、方向付けをおこなってきた。○○○年よりほ
ぼ毎年行なわれているが、20 ○○年は 10 回目に当たり、特に、○○○○○○の評議委員
会から日本での開催を依頼されたものである。
なお、この会議の開催状況は、以下のとおりです。
開催年

開催地

参加国数

参加者数

日本人参加者

20 ○○年（第 6 回）

バンクーバー（カナダ）

37

850

70

20 ○○年（第 7 回）

エジンバラ（スコットランド）

40

1,000

60

20 ○○年（第 8 回）

上海（中国）

40

1,050

100

20 ○○年（第 9 回）

カンクン（メキシコ）

35

600

100

7．日本開催の目的と意義
○○○○○○研究は、国際的協力のもとに産学が大規模に参入し、この間の著しい解析
技術の進歩に支えられて、○○○○○○国際プロジェクトは 20 ○○年に所期の目標を達
成するに到りました。
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この間、特に欧米では医療、創薬、食品、農業などのライフサイエンス関連の産業分野
での○○○○○○研究の成果に基づく最先端技術を基盤とした多数のベンチャー企業が誕
生し、新規事業の開発に活況を呈しており、今後○○○○○○研究の産業界に及ぼす影響
は益々大きくなるものと思われます。
このような環境の中、わが国で○○○○○○を開催することは、ライフサイエンス産業
界が○○○○○○研究の成果に基づく高度技術を積極的に導入することによって活性化す
るための一助となるものと思われます。
本会議の目的は、学術・産学各分野の最先端で研究開発に携わっている研究者を国際的
な規模で一堂に集め、学術研究や技術開発に関し発表、討論し、意見や情報を交換するこ
とにより研究者相互の、あるいは企業間の交流を深め、結果として技術交流の端緒となる
場を提供すると共に幅広い分野からの研究者を招聘することにより、多岐にわたる関連分
野の現状を網羅的に俯瞰することです。○○○○○○研究者による国際的組織である○○
○○○○の年次会合として国際的に権威のある本会議を日本で開催することは、日本にお
ける○○○○○○研究の一層の活性化を図り、また、同分野における日本の研究成果を広
く世界にアピールすることにつながると思料されます。

8．開催計画の概要
1）会議日程
○月○日（月） 夕方

開会式
プレナリーセッション 1
ウェルカムパーティー

○月○日（火） 午前

プレナリーセッション 2
シンポジウム 1
シンポジウム 2

午後

ポスター・展示
ワークショップ 1 〜 5（ポスターより選択）

○月○日（水） 午前

プレナリーセッション 3
シンポジウム 3
シンポジウム 4

午後

ポスター・展示
ワークショップ 6 〜 10

夜
○月○日（木） 午前

カンファレンスディナー
シンポジウム 5
シンポジウム 6

午後

ポスター・展示
ワークショップ 11 〜 15
プレナリーセッション 4
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2）主要トピックス
プレナリーセッションテーマ
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
シンポジウムテーマ
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
3）参加予定者
国内

700 名

海外

300 名

合計

1,000 名

4）参加予定国 25 カ国・地域
日本、アメリカ、台湾、インド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、
デンマーク、フランス、アイルランド、スウェーデン、イギリス、ドイツ、韓国、カナダ、
イタリア、スペイン、メキシコ、パキスタン、フィンランド、ノルウェー、ロシア、
中国、ブラジル
5）会議使用言語
英語

9．寄附金を必要とする理由
○○○○○○はわが国の○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○分野の活
性化に大きく寄与するものであります。第○回○○○○○○会議には海外 300 名、国内
700 名、計 1,000 名の参加が予定され、準備運営等に関する総経費は○○○○○○円が
見込まれています。これらの諸経費は、本来参加登録費等でまかなうことが建て前であり
ますが、登録料を低額に抑えたいとの事由により総額○○○○○○円から、参加費等自己
負担額○○○○○○円、補助金等○○○○○○円、展示会・企業セミナー費○○○○○○
円を除く不足額、40,000,000 円を諸企業及び諸団体からのご援助に頼らざるを得ないの
が現状です。従いまして、下記の費用を会議に協賛する関係企業等からの寄附金にて充当
したいと存じます。
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10．収支予算（案）
単位：千円
収支区分

金 額

（収 入）
1. 自己負担金（参加登録費等）

○○○○

2. 諸収入等（展示会等）

○○○○

3. 補助金／助成金等

○○○○

4. 寄附金等

40,000
収入合計

○○○○

（支 出）
1. 会議準備費

○○○○

2. 会議運営費

○○○○

3. 展示会・企業セミナー等

○○○○

4. 募金経費

○○○○

5. 事後処理費

○○○○
支出合計

○○○○

11．寄附金募集要項
（1）募金の名称
第○回○○○○○○会議寄附金
（2）募金の目標額
40,000,000 円（総額○○○○○○円の内）
（3）募金期間
20 ○○年（平成○年）○月○日〜 20 ○○年（平成○年）○月○日
（注：会議開催日前○まで）
（4）寄附金の使途
第○回○○○○○○会議の準備並びに運営に関する費用に充当します。
（5）寄附金申込先
独立行政法人国際観光振興機構コンベンション誘致部交付金担当
〒 100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 10 階
電話：03-3216-2905 ファックス：03-3216-1978
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（6）寄附金振込方法
別紙のフローチャート通りとなります。
別紙申込書を国際観光振興機構にお送りください。
寄附金申込書を受領し確認次第、国際観光振興機構より寄附金申込受理書を送付
いたします。寄附金申込書受理書の受領後、指定口座番号にお振込ください。
（7）税法上の扱い
この寄附金は、特定公益増進法人である独立行政法人国際観光振興機構への寄附
金として、税法上の一般寄附金とは別途に損金算入等の優遇措置が講ぜられます。
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資料−5

キーパーソン招請プログラム

日本政府観光局(JNTO)は、国際会議の日本への誘致促進を図るため、国際会議主催者及
びJNTOコンベンション協賛都市等と連携して、海外のキーパーソンを日本へ招請する以
下の事業を実施している。

① 国際会議海外キーパーソン招請事業
（英文名称：Hosted Buyers Program Meet Japan ）
招請の条件：以下の条件を満たす国際会議
1. 当該国際会議の開催地を決定するキーパーソン
（国際団体の会長、事務局長、
候補地選定委員等）
であること
2. 国際団体の日本支部・日本会員が当該会議の日本誘致を具体的に検討して
いること
3. 当該会議の参加者の総数が200名以上であること
期

間：2月末〜3月末までのうち7日間

招 請 人 数：10名程度
募 集 時 期：10月〜12月中旬頃
提 供 内 容：参加者の日本までの往復航空券、プログラム期間中の交通費、宿泊費（6泊）
、
主な食事など

② 個別招請
招請の条件：以下の条件を満たす国際会議
1. 日本国内の立候補都市が決まっていること
2. 海外の競合都市があること
3. キーパーソン招請により、日本開催の可能性が高まること
期間・募集時期・提供内容・招請人数： 案件により応相談
問合せ先：日本政府観光局 コンベンション誘致部 誘致推進グループ
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
URL : http://mice.jnto.go.jp/
電話 : 03-3216-2905 FAX: 03-3216-1978
E-mail : meetjpn@jnto.go.jp
（国際会議海外キーパーソン招請事業）
convention@jnto.go.jp（個別招請）
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資料−6

MICEアンバサダープログラム

MICEアンバサダープログラムとは：
MICE開催地としての認知度向上や、効果的な国際会議誘致のために、様々な分野の有力
者をアンバサダーに任命し、国・都市の広報に努めてもらう。実施する国や都市は、これ
らアンバサダーの関与する国際会議の誘致活動を人的・経費的にも支援し、国際会議の開
催件数のアップを目指す。海外の主要各国・都市が、取り入れているプログラム。

他国・都市の例：
メルボルンCB 「Club Melbourne」
： http://www.clubmelbourne.com.au/
ポーランドCB：
http://www.poland-convention.pl/en/service/cbp-about-us/polish-congressambassadors-program/

日本における実施概要：

※MICEアンバサダーにつきましては、下記URLをご参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics07̲000031.html

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news07̲000064.html

観光庁MICE推進担当参事官室 URL：http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/mice.html
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資料−7

グローバルMICE都市

平成25年6月、日本のMICE（国際会議）誘致力を強化するため、我が国を牽引するMICE
都市の育成を図る「グローバルMICE戦略都市」及び「グローバルMICE強化都市」として、
それぞれ5自治体、2自治体を選定した。
国際的なMICE誘致競争が激化する中、海外競合国・都市との厳しい誘致競争に打ち勝ち、
我が国のMICE誘致競争を牽引することができる実力ある都市を育成することが必要であ
る。このため、MICE誘致のポテンシャル等が高い都市を「グローバルMICE戦略都市」及
び「グローバルMICE強化都市」として集中的な支援を行うとともに、都市の自立的な取組
を促していく。

【グローバルMICE戦略都市
（5自治体）
】
東京都、横浜市、京都市、神戸市、福岡市
【グローバルMICE強化都市
（2自治体）
】
大阪府・大阪市、名古屋市・愛知県

観光庁MICE推進担当参事官室
URL：http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/mice.html
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資料−8

ユニークベニューの開発・利用促進

「ユニークベニュー」とは、国際会議などの開催にあたり、コンベンション施設やホテル
の宴会場といった一般的な会場ではなく、会議やパーティーなどを行うために特別に開放
された博物館や美術館、歴史的建造物、スポーツ施設、自然空間などの会場を指す。世界
各国から集まるMICE参加者に強いインパクトを与えるユニークベニューが開催後も長く話
題になるなど、ユニークベニューはMICEの誘致・開催の成功に重要な要素となっている。
海外では、パリのルーブル美術館やオペラ座、北京の万里の長城、シドニーのオペラハ
ウス、ロンドンの自然史博物館等、国や地域を象徴する有名な観光資源や施設をユニーク
ベニューとして利用できることが、MICE関係者の間ではよく知られている。一方日本では、
まだ利用に至っていない魅力的なユニークベニュー候補が多く存在している。

※ユニークベニュー ハンドブック
URL：https://www.mlit.go.jp/common/001032753.pdf
観光庁MICE推進担当参事官室 URL：http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/mice.html
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資料−9

国際会議誘致に関するガイドライン（例）

開催提案書（ビッドペーパー）の提出に際して、国際本部よりガイドラインが提示される
ことがある。下記はその例であり、その学会の目的、立候補の方法、選定基準等が示され
ることが多い。

Aims of World Congresses of xxxxx
国際 xxxxx 会議の目的

Through the World Congresses of xxxxx, the World Society aims to:
国際xxxxx学会（協会）
は、以下の目的をもって国際xxxxx会議を開催する。
• examine and discuss the worldwide status and future directions of xxxxx.
xxxxxに関して世界的な現状と将来の方向性を検討し議論する
• increase worldwide exchanges of information among researchers, scientists and other
professionals, as well as, among patients and their families.
xxxxxに関する研究者・学者や関連の専門家、患者やその家族との情報交換を促進する
• improve educational and quality of care standards by providing up-to-date informational and skills
development opportunities on important and timely topics, including the presentation of World
Society educational programs and other activities.
重要で時宜を得たトピックスについて、最新の情報提供やスキルの研修、国際学会が行う教育プログラム等に
より、教育や看護の水準を向上させる
• support and stimulate collaborative research in the biological, psychological and social sciences
relevant to xxxxx.
生物学、心理学、その他関連の社会科学との共同研究の推進と促進をはかる
• strengthen links among World Society Member Societies and Aﬃliated Associations.
国際学会に所属する学会や関連協会のつながりを強化する
• make xxxxx more visible at the regional and international levels, as well as promote the institutional
eﬀectiveness and international standing of the host Society.
国際的・地域的にxxxxxの存在感を増し、組織としての有用性や主催する学会の国際的な地位向上をはかる
• facilitate the exercise of World Society organizational functions through General Assemblies and
other business meetings.
年次総会や関連諸会合を通じて、国際学会の組織強化をはかる

Deﬁnition
定義
A World Congress of xxxxx is a scientiﬁc meeting sponsored by the World Society in conjunction with
Member Societies of the country where the meeting takes place. It is desirable that other Member
Societies in the Region be particularly active in the organization of the Congress.
国際xxxxx会議は、国際学会がその会議が開催される国の所属学会と共同で開催する学術会議である。会議が開催
される地域にある他の所属学会が積極的に関与されることが望ましい。

127

The World Society has the responsibility for the scientific program of World Congresses of xxxxx,
World Society organized Scientific Meetings and educational meetings, which it will develop in
cooperation with host societies, and for the supervision and management of the budget of such
meetings.
国際学会は、国際xxxxx会議の学術プログラム編成に責任を持つ。国際学会は各地の主催学会の協力のもと学術会
議や教育的会議を編成してきており実績を持つ。さらに、国際会議の予算編成と管理に責任を持つ。
World Congresses of xxxxx shall be held no more frequently than every two years.
国際xxxxx会議は2年間に1度以上は開催しない。

Site Bidding and Selection Process
誘致立候補と開催地選定のプロセス
a) A letter should be forwarded to Member Societies soliciting bids for hosting a World Congress of
xxxxx, at least, 7 years before the World Congress of xxxxx date.
国際xxxxx学会開催予定の少なくとも7年前に、国際xxxxx会議誘致に向けた立候補を促す書簡を国際学会所属
の各学会に通知する。
b) Interested Member Societies should respond with the following documents:
• A letter of application signed by the governing body of the Member Society (or its
representative).
• A plan for the implementation of the World Congress of xxxxx in the proposed host city, including
size and capacity of hotel accommodations, meeting facilities, estimated number of attendees,
estimated budget, and record of previous Scientiﬁc Meetings.
国際会議誘致に関心のある学会は以下の書類を提出する。
・ 学会の長による署名が入った申請書面
・ 宿泊施設、会議施設の概要・収容人数、参加者数見込み、予算、過去の学会開催実績等を含む、国際xxxxx会
議開催のための企画書
c) The Secretary for Meetings has the responsibility of helping each Member Society candidate to
present its bid in the best possible way. Before the selection decision is made, the Secretary for
Meetings (and, if necessary, the World Society President, and some or all other EC members)
makes a site inspection of all sites which are candidates to hold the World Congress of xxxxx.
会議担当役員は、各所属学会の誘致希望者がベストを尽くして誘致活動ができるよう、各候補者を支援する。
開催地の決定に先立ち、会議担当役員は（必要ならば国際学会会長自ら、あるいはすべての役員）、国際xxxxx会
議の開催候補地すべての視察を行う。
d) The Secretary for Meetings presents his/her report describing the proposals received, site visits
conducted, and his/her recommendations to the World Society Executive Committee.
会議担当役員は、すべての提案や会場視察について、自身の提言を盛り込んだ報告書を理事会に提出する。
e) If necessary, for clariﬁcation purposes, the Executive Committee may invite a Member Society to
make a presentation at an Executive Committee Meeting.
必要ならば、国際学会役員は開催地決定のために、立候補した学会に、理事会においてプレゼンテーションを
行わせることができる。
f) A decision to select the host Member Society and site should be made no later than 5 years prior
to the scheduled World Congress of xxxxx by the World Society Executive Committee. Technical
advice may be required by the Executive Committee before decisions are made. Prior to the ﬁnal EC
decision appropriate consultations with the Board and the Advisory Council should take place.
国際会議を主催する学会と開催地は、開催予定より5年以上前に国際学会の理事会において決定される。決定に
至るまでに、理事会が技術的助言を要求するケースがある。理事会の最終決定に先立ち、役員会や諮問委員会
と協議が行われる。
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g) Upon selection of the World Congress of xxxxx site, the Member Society selected shall provide,
within six months, an updated timetable for the organization of the Congress, including plans for
publicizing the congress (e.g. the dates of the ﬁrst, second and third announcements).
開催地として選出された学会は、6カ月以内に、国際xxxxx会議の開催について、ファースト、セカンド、サー
ドアナウンスメントなど会議用印刷物の発行予定ほか、会議のPRや準備のスケジュールを提出しなければなら
ない。

Criteria for Choosing the Site of a World Congress of xxxxx
国際xxxxx会議の開催地選定の基準
These criteria include the following:
基準は以下の通り
a) Adequate geographical balance of the historical record of World Congress sites.
過去の開催実績から国際会議開催地の地理上のバランスが適切なこと
b) Political and economic stability, as well as, public security and safety of the country and city
involved.
開催国および都市が政治的・経済的に安定していること、治安がよく安全であること
c) Strength of the host Member Society in terms of members, activities and institutional resources, as
well as its record of participation in World Society activities.
ホストとなる学会の会員数、活動状況、組織力、国際学会への参画実績などの強みがあること
d) Adequate accommodations and transportation resources.
充分な宿泊施設や交通手段があること
e) Excellent convention site and facilities.
優れた会議施設や設備
f) Comprehensiveness and clarity of the proposed budget and its meeting World Society expectations
in terms of coverage of World Society expenses, organizational needs and distribution of any
income surplus.
収支予算がよく練られており明確であること、国際学会の費用やニーズを満たせる見込みがあること、余剰金
が発生した場合の分配について検討されていること
g) Quality of the proposed plan for Congress preparation, including its timetable.
会議準備の企画や準備スケジュールがよく検討されていて質が高いこと
h) Strength and international experience of the proposed Professional Congress Organizer (PCO).
予定しているPCOが国際的な経験を豊富に持ち、力があること
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資料−10

招請状（例）

第23回世界神経学会議（WCN2017）の日本への誘致に際して、観光庁長官名で出された
招請状を例としてあげる。
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資料−11

日本政府観光局（JNTO）
の誘致活動サポート

JNTOは、国際会議の誘致から開催までの各ポイントで下記のサポート業務を行っている。

国際会議誘致から開催までの流れとJNTOのサポート内容

誘致意思表明立候補

開催地・会場の候補選定、ビッドペーパー
（立候補提案書類）
作成・提出、
プロモーション・プレゼンテーション
◆国際会議開催地決定に影響力

日本の魅力、整備された受け入れ体制をアピールするた

のある キーパーソンの招請

め、開催地決定に影響力のある大会本部等のキーパーソン

（Meet Japan）
◆JNTO理事長による招請状の
発行

を招請します。 このプログラム「Meet Japan」は商談会、
会議都市視察を組み込んでおり、年１回実施しています。
政府観光局からの招請状は国際会議の誘致に不可欠な立候
補書類(Bid Paper)の重要な構成要素のひとつとなります。
日本の政府観光局であるJNTOでは、理事長名の招請状を
発行し、立候補に当たっての支援をしています。

◆国際団体本部へのアプローチ

海外事務所ネットワークを最大限に利用し国際団体本部と
直接コンタクトを取り、日本での会議開催をはたらきかけ
ます。

◆会議誘致のノウハウを記した
「 国 際 会 議 誘 致マニュアル」
の提供
◆開催都市選定のお手伝い

立候補の方法から立候補書類（Bid Paper）の作成方法、ロ
ビー活動（関係者に対する働きかけ等）のノウハウなどを、
具体的な実施例を挙げながらわかりやすく解説した「国際
会議誘致マニュアル」を提供しています。
JNTOでは、国際コンベンションの誘致に熱心な都市およ
びコンベンション推進機関により組織された「国際会議観
光都市連絡協議会」との連携により、国際会議を主催する
皆様の開催条件に適合した都市の情報を提供し、開催都市
の選定に協力します。

開催国決定
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組織委員会および事務局の設立・運営
◆国際会議開催のための手引書

国際会議の準備・運営をされる方々のご参考として、国際

「国際会議マニュアル」の提供

会議の開催準備、運営そして事後処理までの各業務の内容
とその実施に留意が必要と思われる事項を解説した「国際
会議マニュアル」を提供しています。 使いやすい、実施
に即したマニュアルとなっています。

◆開催資金確保のお手伝い

JNTOは特定公益増進法人に指定されており、日本で開催

（寄付金募集・交付金交付制度

される国際会議が円滑に行われるように「寄附金募集・交

について）

付金交付制度」を設けています。この制度をご活用いただ
くことにより、会議への寄附金に課税優遇措置が受けられ
る為、寄付をお願いしやすくなります。さらに入金のとり
まとめ、領収書の発行など煩雑な寄附金管理事務が大幅に
軽減されます。JNTOでは既に300件以上にのぼる国際会
議への適応実績があり、信頼できる制度となっています。
是非、ご活用ください。

プレゼンテーション
（受入国としてのPR） 開催経費の提供
◆会議参加者に役立つ情報の提供
JNTOウェブサイトへのリンク
協力

日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語・フラン
ス語・ドイツ語の６カ国語で運営されているJNTOウェブ
サイト（http://www.jnto.go.jp）は、日本の観光情報に
ついての総合ポータルサイトです。 開催会議のオフィシャ
ルサイトとのリンク設定協力により、会議参加者への日本
の事前情報の提供を行っています。

会議参加者向け観光パンフ
レットの提供

会議参加者に配布する日本紹介のパンフレットや観光情報
冊子を提供します。

開催・実施へ
（JNTO ウェブサイトより転載）
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資料−12

会議施設の規約・申込書（英文）
（例）

開催提案書（ビッドペーパー）の添付や、サイトビジット時の資料として、英文資料を準
備しておくと便利である。以下はパシフィコ横浜より提供いただいた。

利用規約 Rules for Using PACIFICO YOKOHAMA Facilities
Article 1 (Purpose)
These rules stipulate items necessary for smooth and proper use of facilities such as buildings, equipment, fittings,
furniture, etc. (hereinafter called “Facilities”) managed by PACIFICO YOKOHAMA (hereinafter called “PACIFICO”).
Article 2 (Application for Use)
1. Groups or individuals wishing to use PACIFICO (hereinafter called “Users”) must submit the prescribed application form
for using Facilities separately provided (hereinafter called “Application Form for Facilities Use”), to PACIFICO and obtain
its acceptance.
2. Users must submit documents such as their corporate profile or Users’ profiles, and a plan for occupancy or use together
with their Application Form for Facilities Use at the request of PACIFICO.
3. Users (organizers) must submit application to PACIFICO directly.
4. Dates for receipt of applications are as specified in attached Table 1. However, said dates shall not apply when PACIFICO
deems otherwise.
5. Users must submit the Application Form for Facilities Use by the date designated by PACIFICO after the date of
reservation confirmation. If the Application Form is not submitted, the reservation may be cancelled. The date of
reservation confirmation refers to the date when Users notify PACIFICO verbally or in writing of their application to use
its Facilities for their function, and PACIFICO accepts it.
Article 3 (Restriction on Days of Use, etc)
PACIFICO does not restrict the days and hours for use of its Facilities. However, PACIFICO reserves the right to change
and/or designate days or hours when they are closed for the purposes of statutory checkup, clean-up, etc. The “Categories
of standard patterns of usage hours” shown in Table 2 in principle will apply.
Article 4 (Acceptance for Use)
1. When PACIFICO receives the Application Form for Facilities Use and judges that nothing violates the restrictions stated
in Article 5, PACIFICO will issue a written acceptance of use.
2. Basically, the written acceptance will be issued within seven (7) business days from the date of receipt of Application
Form for Facilities Use.
3. The Application Form for Facilities Use will be handled in the same manner as the Lease Agreement.
Article 5 (Restrictions on Use, Cancellation of Reservation)
1. PACIFICO reserves the right to restrict the purpose of facility use or its contents, to refuse or cancel reservations if the
function:
(1) is likely to offend public order or morals,
(2) potentially could degrade the dignity of PACIFICO,
(3) aims to profit an organization that engages in unlawful and/or antisocial practices collectively and/or habitually,
(4) is apt to damage Facilities and/or equipment,
(5) is likely to trouble other Users or functions, and/or
(6) includes anything deemed problematic with respect to Facility management and operation.
Article 6 (Fees)
Fees for the use of PACIFICO Facilities are as stated in the “Price List for Space Rental” and “Equipment Price List”
provided separately.
Article 7 (Payment)
1. Users must pay PACIFICO the space rental fee in advance as specified in attached Table 3.
2. Notwithstanding the provision of Paragraph 1 herein, Users of small meeting rooms only must pay the space rental fee in
advance by the date designated by PACIFICO.
3. Payment for other than space rental, such as for products, equipment, personnel, other services, etc., in principle must be
settled within one month after the function ends. However, in cases wherein PACIFICO deems it necessary, payment
shall be settled not later than one (1) month prior to the first day of Facility use.
Article 8 (Alteration or Cancellation)
1. In the event of alteration of use, such as time, duration, place, etc., or cancellation of reservation or application is made
owing to User convenience after the reservation confirmation, notification must be made to PACIFICO.
2. In case of cancellation or alteration of reservation or application, the User must pay PACIFICO the cancellation fee as
specified in attached Table 4.
3. Regardless of when the cancellation notice is received, the User must bear all costs of products, equipment, personnel,
other services, etc., as ordered from PACIFICO and for which PACIFICO must pay.
Article 9 (Prohibition of Transfer of Rights)
Users should not transfer to any third party all or part of their right to use Facilities without prior PACIFICO approval.
Article 10 (Prohibition of Altering Facilities, etc.)
Users are forbidden to install special devices to or alter Facilities, etc., except when receiving prior PACIFICO approval.
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Article 11 (User Duty)
Approved users of PACIFICO must:
(1) operate their show and/or function in good faith according to the accepted contents stated in the Application Form,
(2) make arrangements with the coordinator at PACIFICO regarding details of use not later than one month before the
day when space rental begins,
(3) provide their name, address and phone number so that PACIFICO can contact them at any time when necessary,
(4) take full responsibility for any accident occurring during Facility use, including the periods for preparation and moving
out, as caused by themselves, contractors, or visitors,
(5) refrain from acts deemed offensive to public morals or custom, and/or that may hamper maintenance, management or
operation of Facilities and other premises under PACIFICO management,
(6) refrain from making commercial transactions such as sales, advertising, etc., and/or solicitation within Facilities and
other premises under PACIFICO management without prior PACIFICO permission,
(7) in principle, prohibit the audience from eating and drinking in the Conference Center’s Main Hall and Small
Auditorium, and in the National Convention Hall, and
(8) have all electrical work, catering and cleaning associated with Facility use done by only PACIFICO contractors.
(9) smoke only in designated area.
Article 12 (User Management Responsibility)
1. Users must manage the Facilities occupied with care.
2. During preparation and moving out and actual Facility use, according to these Rules and PACIFICO's guidelines for
disaster prevention, Users must name a person responsible for management and have him/her endeavor to prevent fire
and accidents, and keep in contact with and make adjustments with PACIFICO.
3. Users must submit reports and/or applications to the authorities concerned to obtain permission regarding matters
designated by law in context with Facility use.
4. In consideration of the Facilities occupied and their surroundings, Users must keep visitors and their vehicles under
control and supervise persons concerned such as workers.
5. When an unusually large number of visitors is expected, etc., or PACIFICO foresees a situation that may interfere with
other tenants, PACIFICO or the Users must exercise the necessary measures for control, such as employing a security
firm, with the cost incurred borne by the Users.
6. Users of the National Convention Hall and Exhibition Hall must restore the Facilities, etc., to their original condition
after the period of tenancy ends.
7. In the event of an emergency, Users must follow all directions given by PACIFICO and ensure the safety of visitors.
8. User must understand that the staff of PACIFICO and/or its subsidiaries may come into the space rental for Facilities
upkeep and/or emergency equipment inspection.
Article 13 (Cancellation of Acceptance)
1. PACIFICO reserves the right to cancel tenancy of its Facilities in the event any of the following occurs; even while
Facilities are occupied, PACIFICO may restrict or stop their use under any of the following conditions:
(1) Facility use comes under any of the items in Article 5, Paragraph 1.
(2) It is recognized that the Application Form for Facilities Use contains a description of purpose and content differing
from those approved by PACIFICO.
(3) Work or function activities take place other than at the approved Facilities.
(4) Any act that violates PACIFICO Rules, etc., regarding Facility use, etc., is discovered.
(5) The User fails to submit to the proper authorities reports and/or applications on matters designated by law concerning
Facility use, etc.
(6) Payment for Facility use is not received by PACIFICO by the specified date.
(7) Facilities, etc., cannot be used owing to a natural disaster or other causes beyond reasonable PACIFICO control, or
cannot be used practically owing to any construction work and/or inspection, etc., for restoration.
(8) Inevitable factors regarding Facilities, etc., management and operation occur.
2. In case of cancellation resulting from (1) through (6) above, the provisions of Article 8, Paragraph 2 shall apply.
3. Only in the case Facility use is cancelled owing to the reasons specified in Article 13, Paragraphs 7 or 8, will the Facility
use fee already paid be partially or totally refunded, depending on the case.
Article 14 (Liability and Exemption from Responsibility)
1. Users shall be liable for any and all damage PACIFICO incurs, for which Users, their contractors, or visitors are culpable
with respect to the management, operation, etc., of Facilities and equipment.
2. Users shall be liable for any and all damage arising from User violation of the provisions of these rules or matters agreed
upon with PACIFICO concerning the use of Facilities, etc.
3. PACIFICO shall not be liable for accidents resulting in injury, death, or theft and/or damage to exhibits, etc., associated
with the use of Facilities, etc., unless resulting from serious negligence by PACIFICO.
4. PACIFICO shall not be liable for damages Users, contractors, or visitors may suffer due to the provisions of Article 13,
Paragraph 1.
Supplementary provisions: These Rules shall take effect on April 1, 2008.
Privacy Policy:
Pacific Convention Plaza Yokohama (hereinafter “PACIFICO”) believes protecting personal information appropriately is a
social obligation. In order to meet this obligation and justify our customers’ trust, PACIFICO shall specify a basic policy
regarding the handling of personal information for appropriate acquisition, utilization, and/or management of personal
information.
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Attached Table 1: Day when receipt of application starts

6.

Conference Center
Purpose of use
International conference using the Main Hall, large meeting room(s) or whole floor(s)
(except 2nd floor and 4th floor)
(1) Domestic assembly, conference or other function using the Main Hall, large meeting
room(s) or whole floor(s) (except 2nd floor and 4th floor)
(2) International conference using medium-sized meeting room(s)
Conference, assembly, etc. held concurrently with an exhibition or function using the
entire Exhibition Hall
(1) Domestic assembly, conference or other functions using medium-sized meeting
room(s)
(2) International conference using small meeting room(s )
Functions, performances, shows or parties held on a commercial basis using the Main
Hall, large meeting room(s ) or medium-sized meeting room(s )
Domestic conference, other functions using small meeting room(s)

3 months prior to use

1.
2.
3.
4.

National Convention Hall of Yokohama
Purpose of use
International conference using the National Convention Hall
Domestic assembly or conference using the National Convention Hall
Other functions using the National Convention Hall
Functions using the Marine Lobby only

Day when receipt of application starts
As occasion requires
3 years prior to use
One year prior to use
3 months prior to use

1.
2.

3.
4.

5.

Exhibition Hall
Purpose of use
Exhibitions, functions, etc. held concurrently with an international conference using
the Convention Hall, Main Hall, large meeting room(s) or whole floor(s) (except 2nd
floor and 4th floor) of the Conference Center
(1) Exhibitions, functions, etc. held concurrently with a domestic assembly, conference,
or other function using the Convention Hall, Main Hall, large meeting room(s) or whole
floor(s) (except 2nd floor and 4th floor) of the Conference Center
(2) Exhibitions, functions, etc. held concurrently with an international conference
using medium-size meeting room(s )
Exhibitions, functions, etc. using 10,000m2 or more of the Exhibition Hall
Exhibitions, functions, etc. using space less than 10,000m2 of the Exhibition Hall
Functions, performances (shows), parties held on a commercial basis

1.

2.

3.
4.
5.

Day when receipt of application starts
As occasion requires
3 years prior to use

2 years prior to use
One year prior to use

6 months prior to use

Day when receipt of application starts
As occasion requires

3 years prior to use

2 years prior to use
One year prior to use
6 months prior to use

Annex Hall
Purpose of use
Day when receipt of application starts
1.
Functions, etc. held concurrently with an international conference using the As occasion requires
nd
Convention Hall, Main Hall or large meeting room(s) or whole floor(s) (except 2 floor
and 4th floor) of the Conference Center
2.
(1) Functions, etc. held concurrently with domestic assembly, conference, or other 3 years prior to use
function using the Convention Hall, Main Hall, large meeting room(s) or whole floor(s)
(except 2nd floor and 4th floor) of the Conference Center
(2) Functions, etc. held concurrently with an international conference using medium-size
meeting room(s )
3.
Conference, assembly, etc. held concurrently with exhibitions or functions using 2 years prior to use
10,000m2 or more of the Exhibition Hall
4.
(1) Conference, assembly, etc. held concurrently with exhibitions or functions using One year prior to use
space less than 10,000m2 of the Exhibition Hall
(2) Domestic conference, assembly or other function using the entire Annex Hall
5.
(1) Domestic/international conference, assembly or other function using part of the Annex 6 months prior to use
Hall
(2) Functions, performances (shows), parties, etc. held on a commercial basis using the
Annex Hall
6
Domestic conference or other functions using the Harbor Lounge(s)
3 months prior to use
Note: Large meeting rooms: 301+302+303+304
Medium-sized meeting rooms: 301+302, 303+304, 501+502, Small Auditorium, 301,302,303,304,501,502
Small meeting rooms: Other than the above-mentioned

Attached Table 2: Categories of standard patterns of usage hours
Conference Center
Pattern
Hours
a
9:00 - 17:00
b
c
d
e

9:00 - 21:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
18:00 - 21:00

National Convention Hall of Yokohama
Pattern of use
Hours
Entire Hall
* 5 hours
or more
First floor only
For preparation other than for
the actual function (performance)
Marine Lobby
9:00 - 17:00

Exhibition Hal
Hours
Actual performance
0:00 - 24:00

Purpose

a

Annex Hall
Hours
9:00 - 17:00

b
c
d
e

9:00 - 21:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
18:00 - 21:00

Pattern

One day unit only

Preparation
/Move-0ut

0:00 - 12:00
12:00 - 24:00

*Within a calendar day (0:00 – 24:00)
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Attached Table 3: Fees
(1)Deposit
Application period
2 and more years prior to use

Payment deadline
Payment amount
Within one month from the date of reservation 10% of the space rental fee
confirmation*
From 2 years to 6 months prior to use
Within one month of the date of reservation 30% of the space rental fee
confirmation*
6 months to prior to use
By the date designated by PACIFICO
50% of the space rental fee
*The date of reservation confirmation refers to the date when Users notify PACIFICO verbally or in writing of their application to use its Facilities for their
function, and PACIFICO accepts it (refer to Article 2, Paragraph 5).
(2)Balance of fee
Payment deadline
One month prior to use

Payment amount
Balance of the space rental fee

Attached Table 4: Cancellation Fees
Date of cancellation
From the date of reservation confirmation* to
2 years prior to use
From 2 years to 6 months prior to use

Payment amount
10% of the space rental fee

From 6 months to one month prior to use

50% of the space rental fee

30% of the space rental fee

From one month prior to use
Full amount of the space rental fee
*The date of reservation confirmation refers to the date when Users notify PACIFICO verbally or in writing of their application to use its Facilities for their
function, and PACIFICO accepts it (refer to Article 2, Paragraph 5).

（資料提供：パシフィコ横浜）

利用申込書
PACIFIC CONVENTION PLAZA YOKOHAMA (PACIFICO Yokohama)

APPLICATION FORM
Please type or print.

6. Person to be in contact :
1. Name of the event :

Name : Mr. / Ms.
Company/ Organization:

2. Main purpose of the event : ( ex. International medical meeting , get together )
Address :
Telephone :
E-mail :

3. Applying rooms/halls ( Check or circle the appropriate venue ) :
䂔National Convention Hall of Yokohama
䂔Conference Center : main hall / 301 / 302 / 303 / 304 / 501 / 502 / small auditorium

Fax :

7. Billing Address : ( Only if it differs from the item No.6 )
Name : Mr. / Ms.

Other (Specify room number) :

䂔Exhibition Hall : Hall A / Hall B / Hall C / Hall D
䂔Annex Hall : F201 / F202 / F203 / F204 / F205 / F206

Company/ Organization:

Address :

4. Dates :
㽲Dates of the use (including the set-up and breakdown ) :
National Convention Hall of Yokohama
From:
( day / month / year )

Telephone :
E-mail :

To:
( day / month / year )

I hereby apply for using PACIFICO Yokohama as aforementioned, and promise to
abide by the rules and regulations, which are stated in 'Rules For Using PACIFICO
Yokohama Facilities'

Conference Center
From:

To:

Exhibition Hall
From:

To:

Applying organizer :
Representative : Mr. / Ms.
Address :

Annex Hall
From:

To:

Telephone :

㽳Dates of the event

Signature :

From:

Fax :

Fax :
Date :

To:
( day / month / year )

( day / month / year )

5. Number of the participants expected :
<per day >
National Convention Hall
of Yokohama :
Conference Center

< total>

PACIFICO Yokohama hereby approve the application aforementioned.
( Reservation No.䇭䇭 䇭 䇭 䇭)
Mr. SAKURAI Hideo
Executive Director, PACIFICO Yokohama
1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, JAPAN
Tel : +81-45-221-2121
Fax : +81-45-221-2136

Exhibition Hall :
Signature :

Date :

Annex Hall :

（資料提供：パシフィコ横浜）
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資料−13

国際会議の予算項目

（ 13−1 ）開催提案書用英文予算項目例
開催提案書
（ビッドペーパー）
に載せる予算項目
（例）
を下記に示す。

Budget

予算
Income

収入

Delegate Registration Fees

登録費

Exhibition

展示料

Sponsorship

スポンサーシップ

Donation

寄付金

Advertizing

広告収入

Grants

助成金、補助金

Fund from National Society

主催団体の基金、積立金等

Expenses

支出（Expenditureともいう）

Congress Center

会場費

AV Equipment

機材費

Decorations (Signboard, posters)

看板、ポスター、展示費

Speaker Expenses

演者招請費

Printed Materials

印刷費

Hospitality

会議費、ウェルカム・レセプション、バンケット、
エクスカーションなど

Mailing & Telephone

通信運搬費

Secretariat

事務局費

Personnel

人件費

PCO Fee

PCOへの委託料

Levy, or Proﬁt-return per capita amount for each

分担金または本部への負担金

paying delegate
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（ 13−2 ）標準的な予算項目
日本コンベンション事業協会（CPA）が作成した国際会議における標準的な予算項目を
ベースとし、項目等を多少見直したものを掲載する。ただし、国際会議の規模や種類によっ
て予算項目は異なるので、あくまでも参考とされたい。

■収入の部
項

目

積算基礎

1. 参加登録料
2. バンケット収入
3. 開催準備金・主催者積み立て金
4. 協賛収入・広告収入
5. 展示会収入
6. 補助金
7. 寄付金
［
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合

計

］

金

額

備

考

■支出の部
I. 会議準備費
項

目

積算基礎

金

額

備

考

1. 人件費
事務局人件費
2. 旅費
委員旅費
事務局員旅費
3. 庁費
1）消耗品費
事務用品
コピー
2）印刷制作費
１次、２次 アナウンスメント
（サーキュラー）
ポスター
プログラム
抄録集
ネームカード、ケース
コングレスバッグ
記念品
各種趣意書
封筒
運営マニュアル
3）通信運搬費
アナウンスメント（サーキュラー）郵送料
一般郵送料
一般電話料
運送料その他
4）会議費
組織委員会、各種委員会
5）広報費
海外・国内広報費
ホームページ開設・運用費
6）借料・損料
事務局開設費
OA・事務機器費
7）各種役務費
翻訳・校閲料
発送手数料
登録処理費
参加登録システム作成・維持費
演題受付システム作成・維持費
ビザ関連書類作成費
8）雑損費
銀行手数料
クレジットカード手数料
［

小

計

］

139

II. 会議運営費
項

目

積算基礎

1. 人件費
1）運営要員費
ディレクター
通訳コーディネーター
運営スタッフ
オペレーター
2）講師謝金
招待講演者謝金
2. 旅費
委員旅費
事務局員旅費
招待者旅費
招待者滞在費
3. 庁費
1）消耗品費
事務用品
コピー代
2）印刷制作費
委員会資料
会議資料
3）通信運搬費
一般電話料（臨時電話架設料を含む）
運送料その他
4）会議費
諸会合
ウェルカム・レセプション
バンケット
コーヒーブレイク
同伴者プログラム
エクスカーション、テクニカルビジット
運営要員食事
アトラクション
5）通訳費
会議通訳料（同時・逐次）
6）借料・損料
会場借上費
会場付帯設備費
映像・音響機材費
OA・事務機器費
看板・表示作成費
会場装飾費
シャトルバス運行費
7）市民公開講座関係費
8）記録撮影費
［
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小

計

］

金

額

備

考

III. 会議事後処理費
項

目

積算基礎

金

額

備

考

積算基礎

金

額

備

考

1. 人件費
事務局人件費
2. 旅費
委員旅費
事務局旅費
3. 庁費
1）消耗品費
事務用品
コピー代
2）印刷制作費
報告書
礼状
3）通信運搬費
一般郵送料
一般電話料
運送料その他
4）会議費
組織委員会、各種委員会
5）借料・損料
臨時事務局賃料
OA・事務機器費
6）公認会計士監査料
4. 国際組織分担金
［

小

計

］

IV. 募金経費
項

目

1. 人件費
2. 旅費
委員旅費
3. 庁費
1）消耗品費
事務用品
コピー代
2）印刷制作費
募金趣意書
礼状
3）通信運搬費
郵送料・運送料
4）会議費
募金委員会
5）財団法人事務手数料
［

小

計

］
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資料−14

コンベンション関連団体リスト

（ 14−1 ）国内のコンベンションビューロー等
名

称

（公財）札幌国際プラザ
旭川コンベンションビューロー

ウェブサイト
（URL）

011-211-3675
www.plaza-sapporo.or.jp/
（コンベンション）
0166-25-5133

www.asahikawa-cb.gr.jp/

（一社）釧路観光コンベンション協会

0154-31-1993

www.kushiro-kankou.or.jp/

（公社）青森観光コンベンション協会

017-723-7211

www.atca.info/

（公財）秋田観光コンベンション協会

018-824-1211

www.acvb.or.jp/

（公財）盛岡観光コンベンション協会

019-621-8800

www.hellomorioka.jp/

（一財）山形コンベンションビューロー

023-635-3000

www.convention.or.jp/

0235-68-2511

www.mokkedano.net/

（公財）仙台観光コンベンション協会

022-268-6251

www.stcb.or.jp/

（公財）前橋観光コンベンション協会

027-235-2211

www.maebashi-cvb.com/

（一社）つくば観光コンベンション協会

029-869-8333

www.ttca.jp

庄内観光コンベンション協会

（公財）ちば国際コンベンションビューロー
（公財）東京観光財団
（公社）さいたま観光国際協会
（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー

043-297-2751
www.ccb.or.jp/
（コンベンション部）
03-5840-8893
（コンベンション事業部）

www.tcvb.or.jp/

048-647-8338

www.stib.jp/

045-211-1202

www.welcome.city.yokohama.jp/ja/

（コンベンション担当） convention

（一財）箱根町観光協会

0460-85-5700

www.hakone.or.jp/

（公財）新潟観光コンベンション協会

025-223-8181

www.nvcb.or.jp/

（公財）ながの観光コンベンションビューロー

026-223-6050

www.nagano-cvb.or.jp/

（一社）松本観光コンベンション協会

0263-34-3295

www.matsumoto-tca.or.jp/

0268-23-5408

www.ueda-cb.gr.jp/

（一社）富士山観光交流ビューロー
（一財）ふじよしだ観光振興サービス

0555-21-1000

www.fujiyoshida.net

（公財）静岡観光コンベンション協会

054-254-2212

www.shizuoka-cvb.or.jp/

（公財）浜松観光コンベンションビューロー

053-458-0011

hamamatsu-daisuki.net/hamacon/

上田観光コンベンション協会

（公財）名古屋観光コンベンションビューロー
犬山市観光協会

052-202-1146
www.nagoya-info.jp/convention/
（コンベンション部）
0568-61-2825

inuyama.gr.jp/index.php

（公財）岐阜観光コンベンション協会

058-266-5588

www.gifucvb.or.jp/

（社）飛騨・高山観光コンベンション協会

0577-36-3315

www.takayama-cb.jp/

（公財）富山コンベンションビューロー

076-421-3300

www.cap.or.jp/˜tcb/

（財）金沢コンベンションビューロー

076-224-8400

www.kanazawa-cb.com/

（公財）福井観光コンベンションビューロー

0776-20-5151

www.fukuicity-navi.com/

（公社）伊勢志摩観光コンベンション機構

0596-44-0800

www.iseshima-kanko.jp/

（公財）京都文化交流コンベンションビューロー
（一財）奈良県ビジターズビューロー
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電話

075-212-4140
www.hellokcb.or.jp
（コンベンション部）
0742-26-7700

www.nara-kankou.or.jp/

名

称

電話

ウェブサイト
（URL）

（公財）大阪観光コンベンション協会

06-6282-5911

www.osaka-info.jp/

（一財）神戸国際観光コンベンション協会

078-303-0090

www.kobe-convention.jp/

（公社）姫路観光コンベンションビューロー
（公社）
おかやま観光コンベンション協会
（公財）
広島観光コンベンションビューロー

079-222-2310
himeji-kanko.jp/convention/
（コンベンション部）
086-227-0015

www.okayama-kanko.net/

082-244-6156
www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb
（コンベンション振興部）

松江コンベンションビューロー
（一財）
くにびきメッセ

0852-32-1903

www.matsue-cvb.jp/

（一社）
下関観光コンベンション協会

083-223-1144

www.stca-kanko.or.jp/convention/

（一財）
徳島県観光協会
（公財）
高松観光コンベンション・ビューロー
（公財）
松山観光コンベンション協会

088-652-8814
www.tokushima-kankou.or.jp/
（コンベンション事業部）
087-822-7060
089-935-6711
（コンベンション推進部）

www.takamatsu.or.jp/
www.mcvb.jp/

（公財）
西日本産業貿易コンベンション協会

093-511-6848

www.convention-a.jp/

（公財）
福岡観光コンベンションビューロー

092-733-5050

www.welcome-fukuoka.or.jp/

（一社）
長崎国際観光コンベンション協会

095-823-7423

www.at-nagasaki.jp/nitca/

（一財）
熊本国際観光コンベンション協会

096-359-1788

www.kumamoto-icb.or.jp/

0977-26-7111

www.b-conplaza.jp

（公財）みやざき観光コンベンション協会

0985-26-6100

www.kanko-miyazaki.jp/convention/index.html

（公財）鹿児島観光コンベンション協会

099-286-4700

www.kagoshima-yokanavi.jp/cvb/

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー

098-859-6123

www.ocvb.or.jp/index.php

B-CON PLAZA別府国際コンベンションセンター

143

（ 14−2 ）国内外の主なコンベンション関連団体
略称

日本語名

URL

JNTO

Japan National Tourism
Organization

日本政府観光局

www.jnto.go.jp/

JCCB

Japan Congress Convention
Bureau

日本コングレス・コンベンション・
ビューロー

www.jccb.jp/

CPA

Convention Planners Association
of Japan

日本コンベンション事業協会

www.cpaj.org/

JACE

Japan Association for the
Promotion of Creative Events

（社）日本イベント産業振興協会

www.jace.or.jp/

Japan Association of Professional
日本PCO協会
Congress Organizers

www.japco.org/

JEDIS

Japan Event Director's Society

日本イベント業務管理者協会

www.jedis.org/

JEPC

Japan Event Produce Association

日本イベントプロデュース協会

www.jepc.com/

JEXA

Japan Exhibition Assosiation

日本展示会協会

www.nittenkyo.ne.jp/

MPI
Japan

Meeting Professionals
International Japan Club

ミーティング・プロフェッショナル・
インターナショナル・ジャパン・
www.mpijapan.com/
クラブ

AACVB

Asian Association of Convention
and Visitor Bureaus

アジア・コンベンション
ビューロー協会

www.aacvb.org/

AFECA

Asian Federation of Exhibition
and convention Associations

アジア展示・会議協会

www.afeca.net/

AIIC

International Association of
Conference Interpreters

国際会議通訳者協会

www.aiic.net/

AIPC

International Association of
Congress Centres

国際会議場協会

www.aipc.org/

CIC

Convention Industry Council

コンベンション産業協議会

www.conventionindustry.org/

DMAI

Destination Marketing
Association International

国際デスティネーションマーケ
ティング協会

www.destinationmarketing.org/

IAEE

International Association of
Exhibition & Events

国際展示運営協会

www.iaee.com/

JAPCO

IAPCO
ICCA
MPI

PCMA

SITE
ＵＦＩ
UIA
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英語名

International Association of
国際PCO協会
Professional Congress Organisers

www.iapco.org/

International Congress &
Convention Association

国際会議協会

www.iccaworld.com/

Meeting Professionals
International

ミーティング・プロフェッショナル・
www.mpiweb.org/
インターナショナル

Professional Convention
Management Association

プロフェッショナル・
コンベンション・
マネジメント協会

www.pcma.org/

Society of Incentive & Travel
Executives

インセンティブ＆トラベル
エグゼクティブ協会

www.siteglobal.com

The Global Association of the
Exhibition Industry

国際見本市連盟

www.uﬁ.org/

Union of International
Associations

国際団体連合

www.uia.be/

（ 14−3 ）主な国際会議関連展示会
世界中で種々のMICEに関する展示会が開催されている。これらの展示会に出展・参加す
ることで、国際会議に関する有力な情報を得られることがある。内容を調べた上で、地域
に適した会議誘致のために利用したい。

略称
IME

IMEX

英語名
International Meetings
Exhibition

日本語名

開催都市

URL

国際ミーティング・エキスポ 東京

The Worldwide Exhibition for
世界インセンティブ旅行・会
Incentive Travel, Meetings
フランクフルト www.imex-frankfurt.com/
議・イベント展
and Events
The Worldwide Exhibition
世界インセンティブ旅行・会
for Incentive Travel, Meeting
ラスベガス
議・イベント展
and Events

www.imexamerica.com/

EIBTM

The Global Meetings &
Incentives Exhibition

www.eibtm.com/

CIBTM

China Incentive, Business
中国インセンティブ・ビジネ
北京
Travel & Meetings Exhibition ス旅行・会議展

www.cibtm.travel/

GIBTM

The Gulf Incentive, Business 湾岸インセンティブ・ビジネ
アブダビ
Travel & Meetings Exhibition ス旅行・会議展

www.gibtm.com/

Asia-Paciﬁc Incentive &
Meetings Expo

www.aime.com.au/

IMEX
America

AIME
AIBTM
IT & CMA

欧州インセンティブ・ビジネ
バルセロナ
ス旅行・会議展

アジア太平洋インセンティ
ブ・会議展

メルボルン

Americas Incentive, Business アメリカインセンティブ・ビ
シカゴ
Travel & Meetings Exhibition ジネス旅行・会議展

www.aibtm.com/

Incentive Travel &
Convention, Meeting, Asia

itcma.com.sg/

インセンティブ旅行・会議展
バンコク
（アジア）

IT & CM
China

Incentive Travel &
インセンティブ旅行・会議展
上海
Convention, Meeting, China （中国）

www.itcmchina.com/

IT & CM
India

Incentive Travel &
Convention, Meeting, India

www.itcmindia.com/

KME

Korea MICE EXPO

インセンティブ旅行・会議展
デリー
（インド）
韓国MICE展

韓国
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資料−15

国際会議に関する参考資料

国際会議・コンベンションに関する基本的な参考資料を以下に掲載した。参考とされたい。

■参考資料
・日本政府観光局（JNTO）ウェブサイト

www.mice.jnto.go.jp

・『JNTOの組織と事業活動』 日本政府観光局（JNTO）
編
・『コンベンション統計』 日本政府観光局（JNTO）
編
・『日本コンベンション都市ガイド』 日本政府観光局（JNTO）
編
・『国際会議マニュアル』 日本政府観光局（JNTO）
編
・『国際会議誘致マニュアル―提案書の作成とプレゼンテーションのノウハウ』 日本政府観光局
（JNTO）
編
・『観光白書』観光庁編

http://www.mlit.go.jp/statistics/ﬁle000008.html

・『JACEイベント講座―基礎編1〜3』（社）日本イベント産業振興協会編 （2004年）
・『イベントマネジメント』（社）日本イベント産業振興協会編 （2004年）
・『平成19年国内イベント市場規模推計結果報告書』（社）日本イベント産業振興協会編 （2008年）
・『コンベンション法解説』 運輸省運輸政策局観光部・国際観光振興会編 （アイシーエス企画

1995年）

・『国際会議、国際文化・スポーツイベント等を通じた観光交流拡大のための検討会報告書』（国土交通省）
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資料−16

国際会議関連用語集

abstract

banner

アブストラクト

バナー、旗、垂れ幕

抄録。スピーチ、講演、発表論文等の要旨を200〜500
語程度の長さにまとめたもの。この抄録を集めたものを
"abstracts"（抄録集）という。

会議名やロゴマーク、テーマなどを表示した幕、旗、懸垂
幕など。

banquet
accompanying person
同伴者
会議参加者に同行する配偶者または同伴者。"spouse"（ス
パウズ）ともいう。

バンケット、宴会
席次を決めて行われる正餐。本来は、VIPの臨席を前提と
し、主催者やVIPによるスピーチを伴う。最近は広義に宴
会を指す場合もある。

accompanying persons'
program

bid manual, bid speciﬁcations

同伴者プログラム

国際会議を定期的に主催する団体本部が、開催を希望する
会員の団体や学会に対して条件などを明示した文書。予
備選考および最終選考の基準がこの中で示されることが
多い。

主に会議参加者が会議に参加している間に、同伴者を対象
として企画される観光旅行や文化行事等のこと。

advance registration
事前参加登録
国際会議の開催日に先行して行われる参加登録。"preregistration"（プレレジストレーション）ともいう。

after convention
アフター・コンベンション
会議日程終了後、または会議時間終了後に引き続いて行わ
れる各種の行事。自由参加による周辺地域のショッピング、
娯楽等の活動を含めるのが一般的。"post conference" と
ほぼ同意語。

agenda

開催提案書作成の手引き・案内

bid document, bid paper
開催提案書、ビッドペーパー
国際会議誘致のための立候補書類。開催国や開催地選定に
あたって、理事会等に提出する資料のこと。

board meeting
ボードミーティング、役員会
団体の役員・理事・幹部による会議。

break-out session
同時進行セッション、分科会

会議で討議されるべき事項。会議の日程を指すこともある。

複数の会議（セッション）を同時に開催する形式の会議のこ
と。"concurrent session" ともいう。"plenary session"
と対置される。

announcement

brochure

アナウンスメント

ブローシャー、パンフレット等各種の印刷物

国際会議の開催案内。会議等の開催計画を知らせる事前の
案内。"circular"（サーキュラー）の項目参照。

会議または会議開催地の特徴などを記述、アピールした印
刷物・冊子。

association meeting

budget

協会主催会議

予算

協会・団体が主催する会議、大会。

収入・支出の全体予算。収入と支出を項目ごとに積算する。
"budget chart", "cash flow chart", "phased budget"
の項目参照。
収入＝支出になっていることが基本。

アジェンダ、議題、議事日程

audio visual（AV）
音響・映像機材
マイク、スピーカー、プロジェクターやスクリーンといっ
た、会議で使用する音響や映像に関する機材。
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budget chart

committee

予算表

委員会

予算において、一定の期間内に必要と予想される額を項目
ごとに示したもの。"cash ﬂow chart"（キャッシュ・フ
ロー・チャート）、"phased budget"（「段階別予算」の意）
ともいう。 "budget" の項目参照。

一定の目的のために指名された人々の集まり。

concurrent session
同時進行セッション

call for papers
コール・フォー・ペーパー、論文募集、論文募集に
伴う投稿規定
会議（学会）において発表論文を募集すること。また、その
投稿規定の詳細を記した文書を指す場合もある。審査員（学
術委員会、プログラム委員会）による評価、採否判定が行
われる。

cash ﬂow chart
キャッシュ・フロー
収 入 と 支 出 の 差 を 見 な が ら 現 金 の 出 入 りを 見 るもの。
"budget chart" および "phased budget" に同じ。"budget"
の項目参照。

chairperson, chairman, chair
チェアパースン、チェアマン、チェア
①会議の会長（president） ②委員会の委員長 ③セッ
ションの座長（chairとすることが多い）最近は "man" よ
りも "person" を使うことが多い。

circular
サーキュラー、会議開催案内
国際会議の開催を告知する案内書。通常、事前に1〜2回
発行される。第1次サーキュラーでは、開催の骨子を記載
し、第2次サーキュラーでより詳細な会議内容、関連行事
など詳細な情報を盛り込む。"announcement"（アナウ
ンスメント）
ともいう。

"break-out session" に同じ。

conference
カンファレンス、会議
一定の組織体が特定の問題に関して意見・見解の交換、
メッセージの伝達、討論、主張の公表などのために行う集
会。会議の開催にあたって特定の伝統的方式、継続性、あ
るいは定期的であること等の条件を必要としない。特に時
間的制約はないが、特定の目的に向けて比較的短期間に
開催される、それほど大規模でない催しである点などが
"congress" と異なる。

conference handbook
会議案内
その会議に関する情報を掲載した案内書。会議のプログラ
ム内容や参加者紹介、会議のアジェンダ、各種行事日程、
会場へのアクセス、その他、諸情報が盛り込まれる。

congress
大会、会議
個々の大きな団体が一堂に会して特定の問題についての討
議が行われる定期的集会。その会期は数日におよび、同時
にいくつかのセッションが開かれる。大会開催の周期は、
毎年開催、数年に一度開催などさまざまだが、そのいずれ
にするかは組織発足の段階で定められるのが一般的。ただ
し、国内会議は前者、国際会議、世界大会等は後者の周期
で行われる場合が多い。

congress bag
classroom seating

コングレス・バッグ

スクール形式による会場設営

会議プログラムや資料等をいれた布製、ビニール製等の
バッグで、参加登録時に会議参加者に配布される。

会場正面に向かって、参加者が学校教室の形に着席でき
るよう机と椅子を置いた会場設営方式。"school room
setup" ともいう。

closing ceremony

会議専門旅行会社

大会、会議等の最終セッションにおいて行われる閉会行事。

会議に関連する旅行業務全般を取り扱う旅行会社。会議参
加者のために、宿泊や交通のほか、付随のポストツアー、
プレツアー等の旅行業務も扱う。

commitment

consecutive interpretation

契約

逐次通訳

施設と会議主催者との間でかわされる宴会場および客室予
約の契約。 "contract"（契約）
、"letter of agreement"（同
意書）
ともいう。

スピーカーの話をひと区切りごとか、すべて終了した後に
行う通訳。スピーカーは通訳のためにポーズを置きながら
スピーチする。そのためスピーカーのスピーチ時間の約2
倍の所要時間が必要。

閉会式
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congress travel agent

consumer show

delegate

コンシューマー・ショー、一般向け展示会、消費者
向け見本市

会議参加者、デリゲート

主に消費財などの一般公開の展示会。"public show"（パ
ブリックショー）ともいう。

会議に登録した正式参加者。国・団体を代表する参加者を
表す場合もある。"delegation"（代表団）。

delegation
contract

代表団

契約

国、団体を代表して会議に参加する参加者の集まり。

"commitment" および "letter of agreement" に同じ。

deposit
convention

デポジット、手付け、保証金

コンベンション、大会、会議

商品やサービスの提供などを確保するために事前に支払っ
ておく料金の一部。宿泊予約の際に必要なことが多い。

団体等が特定の事態に関する報告をして、政策方針につい
て出席者の合意を得るために開催する会議。一定の目的を
持ち、短期間のみ開催される不定期な会合。日本では会議・
展示会・イベント等、広い意味で使われる。

convention and visitors bureau

destination
目的地、開催地、デスティネーション
個人や団体が、旅行の目的地、あるいは会議開催地として
選ぶ都市、地域、国等のこと。

コンベンション・アンド・ビジターズ・ビューロー
都市や地域などに所属する組織で、商用、レジャー、その
他、その都市あるいは地域を訪れるさまざまな来訪者に対
して情報や便宜を提供する。

DMC
（destination management
company）
デスティネーション・マネージメント・カンパニー

convention bureau
コンベンションビューロー
（コンベンション推進機関）
都市や地域等に所属する組織。観光部門を持つ組織もある。
"convention and visitors bureau" を参照。

core PCO

保有する豊富な開催地に関する専門知識、情報、経営資
源等を活用して、MICE等に関わるプログラム、ツアー、
輸送・運送計画等を企画・提案し、サービスを提供する
専門会社。

entertainment
エンターテインメント、アトラクション、余興
パーティなどで参加者を楽しませるための出し物。

コアPCO
国際学会や協会の本部と契約して、その学会や協会が主催
する国際会議等の企画や準備に携わるPCO（会議運営専門
会社）。会議の当日運営については、各開催国のPCOの協
力を得て行うことが多い。

corkage
持ち込み料、栓抜き料
パーティなどで、外部で購入して持ち込まれたビール、ワ
インその他の酒類に対して会場側が課す料金。グラス、ア
イス、ミキサー等の料金を含むこともある。

criteria
判定基準
開催地等を選定する際の基準。

event
イベント
もともと出来事・行事・催しなど広い意味を持つ。日本で
は主に展示会・文化スポーツ・大会などの人の集まりに使う。

excursion
エクスカーション
小旅行、遊覧、観光。会議プログラムの一部として、会議
参加者およびその同伴者のために計画された小旅行や遊
覧。"tour"（ツアー）ともいう。

executive committee,
executive board
理事会、運営委員会

CV（curriculum vitae）

団体や国際会議などの運営のための基本方針、戦略などの
決定を行う組織。

経歴書、履歴書
スピーカーなどの経歴等を記した履歴書、プロフィール。
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exhibition

forum

展示会、展覧会、博覧会

フォーラム、公開討論会

製品、商品、サービスなどをPR、販売、市場進出などの
目的で展示する催し。

一般に関心のある問題について、著名な人を迎えて行う公
開の討論会。

exhibitor

foyer

出展者

ホワイエ、フォワイエ

展示会や見本市で、展示を行う個人または企業。

会議場や施設の会議室の外にある休憩や談話用のロビース
ペース。

expo
エキスポ

free paper

博覧会、展覧会、展示会のこと。

フリー・ペーパー

fair

一般演題。自らの研究内容をアブストラクトにまとめ、予
め決められたテーマごとに主催者に提出し、これが認めら
れた後、会議において発表される演題のこと。これと対照
となるのは指定演題もしくは招待演題。

フェア
展示会、見本市、博覧会。

inspection trip

free paper session
フリー・ペーパー・セッション

下見招待旅行

一般演題セッション。一般演題の発表を順次行うセッション。

国際会議やイベントを誘致するため、主催者を対象に、会
場となる施設や地域を視察してもらうために行う招待旅
行。"study tour" ともいう。

fund-raising committee
募金委員会

festival

国際会議やイベント開催に際して、必要な資金集めを計画
し実行するために主催組織内に設置する組織。

フェスティバル
音楽祭、祝典、祭典などのイベント。

ﬁnal program
ファイナル・プログラム、最終プログラム
会議日程、議事次第、関連行事など最終決定したプログラ
ムを掲載した印刷物・文書。会期直前に参加者に発送、あ
るいは会期当日に配布される。

ﬁrst announcement

gala dinner
ガラ・ディナー
会期中に行われる特別な晩餐会。通常、正餐に引き続
い て ス ピ ー チ、 ア ト ラ ク シ ョ ン な ど が 伴 う。"oﬃcial
banquet" とも呼ばれる。

general assembly
総会

ファースト・アナウンスメント、一次開催案内

各団体の会員の代表者が出席して開かれる総会、公式会議。
参加資格は、各団体によって異なる。

国際会議等の開催計画を知らせる１回目の案内。会議概要
を説明し、参加を促すため、対象となりそうな多数の人に
配布する。"preliminary announcement" ともいう。

general information
ジェネラル・インフォメーション

ﬂyer
フライヤー、会議案内チラシ
国際会議の案内、PR用の印刷物。"announcement" や
"circular" と同義。

ﬂoor plan
フロアプラン、平面図
ホテルや会議場の縮尺平面図。会議で使用する際には、会
場使用予定・目的を追記して使用する。
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①会議のアナウンスメント等に書かれる一般的な情報。開
催地の気候、交通アクセスなど ②会議当日に置かれる案
内デスク。会場内の案内や社交行事の情報の問い合わせな
どに対応する。

get-together
（非公式な）集まり、パーティ
会期中に行われる非公式な集まり、パーティ。レセプショ
ンよりは気軽な場を "get-together" とよぶことが多い。

giveaway

incentive

ギブアウェイ

インセンティブ

国際会議等への参加者に配られる無料の小物。ピンバッジ、
うちわ、ボールペンなど。

主に企業が販売促進のために行う報奨旅行など、さまざま
な行事。

grants

inspection trip

グラント、助成金、補助金

下見旅行、視察旅行

国際会議開催において官公庁や財団法人等に申請して得ら
れる助成金や補助金。 "subsidies" ともいう。学生や途上
国からの会議参加者に対して、会議主催者が旅費の援助を
行う場合に提供する援助金も "grants" と呼ばれる。

"familialization trip（fam trip）
" に同じ。

international meeting
国際会議

green meeting

国内だけでなく外国から会員や代表者の出席を得て開かれ
る会議のこと。

グリーン・ミーティング
地球環境に配慮した会議のあり方、会議運営の方法。省エ
ネルギー、廃棄物の削減、CO2排出量の削減など広範囲に
わたる取り組みが求められる。

headquarter hotel

interpretation in relay
リレー通訳
発言者の言語から聞き手の理解する言語に直接通訳できな
い場合に、あいだに別の言語への通訳を入れて行う通訳方
式。英語をあいだに入れる場合が多い。

本部ホテル
複数のホテルを使用して国際会議を開催する場合、運営本
部・会議事務局を置き、パーティ等の主な行事が行われる
ホテルを指す。

high season
最盛期、繁忙期
ホテルや会議施設にとってビジネスが最も多くなる季節・
時期。

invited speaker
招待講演者
会議主催者の招待によって講演を行う講演者。旅費、宿泊
費、適切な謝礼金等を主催者が負担する。

keynote lecture
基調講演
会議の格調を高める目的で、特別に招待して行う講演。

hollow square setup
ロの字形会場設営
会議場のテーブルを正方形または長方形の形に並べ、中央
を空けた形式の会場設営。

hospitality suite
ホスピタリティ・スイート
企業などのスポンサーが特別な顧客をもてなすために用い
るホテルなどのスイートルーム。

ladies' program
レディース・プログラム
会議参加者に同行する夫人を対象にしたツアーや文化行事
など。"accompanying persons' program"（同伴者プロ
グラム）と同義。

letter of agreement
同意書
"commitment" および "contract" に同じ

host
ホスト、主催者
自己の権限と責任を持って国際会議やイベントを主催する
団体や学会などの組織を指す。

hotel accommodation form
宿泊申込書
会議参加者が記入する宿泊申込用紙。到着日、出発日、客
室種別、料金などの欄がある。 "reservation form"（予
約申込書）ともいう。

lobbying
ロビーイング
ロビー活動。会議の開催地決定権者（デシジョンメーカー）
への働きかけや資料配布、PRブースの設置等、会議の誘
致にあたってアピールするために行う活動。

local committee
ロ−カル・コミッティ、開催地委員会
国際会議やイベントを運営するために設置される開催国
（もしくは開催地）の委員会。国際本部と対置される組織。
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logistics

oﬃcial travel agent

ロジ、ロジスティクス、兵站

指定旅行会社、オフィシャル・トラベル・エージェ
ント

国際会議の運営部分をさす。会場設営、設備･機材、スタッ
フ、飲食、交通・輸送等。"substance"（サブ）と対置され
る言葉。主に官公庁が主催する会議で使われる。

主催者から指定を受け、会議参加者の宿泊、輸送、ツアー
など旅行業務を取り扱う旅行会社。

luncheon

oﬀshore meeting

ランチョン

オフショア会議

昼食会。スピーチや何らかの発表等が行われることも多い。

会議を主催する団体・学会の所在地がある国以外の国で開
催される会議。

medical meeting
医学会、医学関係の学会

on-site registration

医学の研究者、医療および関連産業などに携わる人々が参
加する会議の総称。

当日登録
事前登録をしていない方を対象として会議開催日に会場で
行う参加登録。

meeting
会議、集会

opening ceremony

多数の人が討論、あるいは活動することを目的に、随時ま
たは定期的に集まることを指す一般的な言葉。

開会式

messe

opening session

メッセ

開会セッション

関係者が集まり、具体的な商取引が行われる場。専門見
本市。

会議、大会の開始にあたって、その冒頭に行うセッション
のこと。

MICE

oral presentations

マイス

オーラル（口頭）発表

会議
（meeting）
、
インセンティブ
（Incentive）
、
コンベンショ
ン（convention）
、イベント・展示会（event/exhibition）の
ことでコンベンション・マーケット、またはコンベンショ
ン産業を包括的に表現した言葉。

発表者が自らの研究内容を口頭で発表すること。スライ
ド（パワーポイントなど）を使って発表することが多い。
"poster presentations"（ポスター発表）と区別される。

moderator
座長、司会者
セ ッ シ ョ ン、 討 議・ 討 論 の 司 会、 進 行 役 を 務 め る 人。
"chair" ともいう。

move-in/move-out
搬入・搬出
会議や展示会において、資・機材や印刷物、展示物の運び
込み・運び出しをいう。

oﬃcial banquet
正式晩餐会、オフィシャル・バンケット
席次を決め、着席して行う晩餐会。スピーチ等を伴うこと
が多い。"gala dinner" ともいう。

oﬃcial carrier
オフィシャル・キャリア、指定航空会社
会議参加者への輸送便宜を図るため、主催者から指定され
た航空会社。割安な特別料金を用意するケースが多い。
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会議、大会などの開会にあたっての式典・セレモニー。

oral session
オーラルセッション
オーラル（口頭）発表を行うセッション。プログラムの順番
に座長の司会進行により発表を行う。

orchestra pit
オーケストラ・ピット
舞台と客席との間に設けられた、一段下がったオーケスト
ラ演奏用のスペース。

organizing committee
組織委員会
国際会議の開催準備を主体的に行うために組織された機関。

original language
原語、オリジナル言語
スピーチや原稿が翻訳や通訳される前の元の言語を指す。

panel session/discussion

preliminary announcement

パネル・セッション／ディスカッション

会議開催告知

壇上で行われる少人数の専門家らによるディスカッション。

会議開催に関する１回目の案内。"first announcement"
に同じ。または、その前に出されるもの。

pavilion
パビリオン
博覧会、展示会などで大規模な出展者が設ける独自の展示
館・展示施設。

phased budget

preliminary program
プレリミナリー・プログラム
暫定プログラム。その国際会議に関する初回の案内（ファー
ストアナウンスメント）に続く文書となるもので、プログ
ラムの概要、主な講演者、関連行事等を紹介する。一般に
はこれに登録用紙が添えられる。

段階別予算
会議の準備・運営に必要な予算を段階に区切って収入と支
出を項目ごとに積算した予算。
"budget chart"、"cash ﬂow chart" に同じ。"budget"
の項目参照。

pre-registration
事前登録
"advance registration" に同じ。

plenary session

press kit

プレナリー・セッション

プレス・キット

格の高い全体セッション。同時並行セッションは行われな
い。"break-out session" と対置される。

報道関係者に向けた、会議やイベントを紹介する各種の情
報資料を集めたもの。

podium

press release

ポディアム、演壇、演台

プレス・リリース、報道発表

講演者が発表時に壇上で使う演台。

会議やイベントを紹介するために、各種の情報や資料を報
道機関に配布して行う発表をさす。

poster exhibition
ポスター展示

proceedings

ポスター形式の発表。"poster presentations" を参照。

プロシーディングス

poster presentations

記録集･論文集。国際会議での発表内容を印刷物としてま
とめたもの。討議内容を詳しく収録する場合もある。学会
の場合には会議後の論文集のことをさす。"abstracts"（抄
録集）と同じ意味で使用される場合もある。

ポスター・プレゼンテーション
ポスター発表。発表者が自らの研究内容をポスターや紙に
まとめ、ボードに張り出して行う発表をさす。会場で発表
者と参加者とのインフォーマルなディスカッションが行わ
れる。"oral presentation"（オーラル発表・口頭発表）と
区別される。

poster session
ポスター・セッション
ポスター展示とそのディスカッションを行うセッション。
座長をつけて順番にディスカッションを行う場合と、時間
を決めてポスター発表者が立ち、参加者との間で直接質疑
応答を行う場合がある。

pre/post conference tour
プレ／ポスト・カンファレンス・ツアー
会議開催前（プレ）あるいは会議終了後（ポスト･カンファレ
ンス）に用意された、会議出席者および同伴者のための旅
行プログラム。

PCO
（professional congress organizer）
PCO、会議運営専門会社
会議開催に関わるさまざまな業務や関連行事に関わる業務
を取り扱う、専門的能力や経験を持った企業または個人。

protocol
プロトコル、儀礼
外交上の儀礼、エチケット等に関する慣例や規則。

public show
パブリック・ショー、一般見本市
一 般 見 本 市 や 展 示 会。 入 場 料 を 取 る こ と が 多 い。
"consumer show" （コンシューマー・ショー）と同じ。
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reception

round table

レセプション

ラウンドテーブル、円卓会議

①パーティ。一般には飲み物のほか、テーブルに用意した
料理かウェイターが持ちまわりする料理がつく。②受付の
こと。

各界の専門家らが専門的な事柄に関して同等の資格で行う
討論と意見発表。

refreshments
茶菓、軽い飲食物
通常の食事と食事の間に供する飲食物。会議の休憩時間に
サービスするのが一般的。

registration
レジストレーション、登録、参加登録

roving microphone
ロービング・マイク、持ち回りマイク
会議の会場で質疑応答の際、場内からの発言者のために用
意する移動マイク。

satellite meeting
サテライト・ミーティング

会議に参加者として加わること、またそのための申込み・
参加費の支払い手続きをすること。

本体会議と類似・関連のテーマで、同時か相前後して別の
会場で開かれる会議。"satellite symposium"（サテライ
ト・シンポジウム）と同じ。

registration fee

satellite symposium

登録費、登録料、参加費

サテライト・シンポジウム

会議への参加のために支払う費用。その金額は、会員の種
別などによって異なる。

"satellite meeting"（サテライト・ミーティング）と同じ。

registration packet
登録パック
会議当日、登録デスクで参加者にわたされるもので、一般
的には、ネームカード、ネームケース、パーティ等社交行
事への案内もしくは招待状、ツアーのチケットなどが入っ
ている。

scenario
シナリオ、進行予定表、進行台本
イベントや行事の進行を管理するために、時間、持ち時間、
担当者名、内容、その他の詳細を一覧にしたもの。

schoolroom setup
スクール形式による会場設営

request for proposal
RFP、提案依頼書
国際本部が、国際会議の開催地を選定するにあたり、開催
を希望する団体（学会）に具体的な提案をするよう求めるこ
と。または、その立候補要件などをとりまとめた仕様書。

reservation form

"classroom seating" に同じ。

scientiﬁc program committee
学術プログラム委員会
会議プログラムについて学術的側面から討論、調整を行う
組織・機関。応募されたアブストラクトの審査にもあたる。

予約申込書

secretariat

"hotel accommodation form"（宿泊申込書）
に同じ。

事務局

review
査読
応募のあった "abstract"（抄録）や論文を読み、論文の採
否や発表形式について判断すること。

risers
ライザー、（舞台用）台、平台
舞台を作るために用いる平台。広さや高さは用途によって
いろいろで組み合わせて舞台を作る。

国際会議の準備に必要な事務を取り扱う事務所もしくは
機能。

secretary general
事務局長
会議の準備にあたって、広範囲にわたって指揮をとり、組
織を統括する責任者。

seminar
セミナー
技術向上のため、学習または訓練を目的に開かれる小規模
の集会。
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session

sponsorship prospectus

セッション

スポンサーシップ趣意書

会議プログラム中の実際に会議・討議が行われている時間
帯、もしくはその時間枠。

会議への企業スポンサーを依頼する際に、会議の開催趣旨
等を説明･理解してもらうために作成する資料。

shell scheme

spouse

基礎小間、シェル・スキーム

配偶者

展示会等で出展者に対し、スペースだけを提供するのでは
なく、一定の設備・装飾を決めて貸し出す基礎小間のこと。

会議参加者の同伴者の意味で用いられる。"accompanying
person" ともいう。

show

steering committee

ショー

運営委員会

トレードショー、展示会のこと。

その団体あるいは会議の方針を示し、基本的事項に関す
る意思決定を行うために選ばれた者によって構成される
集団。

show organizer
ショー・オーガナイザー
自らの責任で展示会・トレードショーの企画立案と実施運
営を行う企業または個人。

sub-committee
小委員会
特定の問題を検討するために別に設けられる小委員会。

shuttle service
シャトル・サービス、シャトル・バス

subsidies

参加者・来場者を運ぶため、会場・ホテル間や会場・駅間
等を結ぶバスなどの交通手段。

助成金、補助金

simultaneous interpretation

substance

同時通訳

サブ

発言者の発言をほぼ同時に聞き手の言語に通訳する通訳
手法。

会議の内容・議題をさす。 "logistics"（ロジ）と対置される。

site
会場、現地、現場

"grants" に同じ。

summit
サミット

会議が実際に行われる地域、場所、建物。

先進国首脳会議「G8サミット」にならって、各界のトッ
プが集まって行う会議。

site inspection

symposium

下見、会場下見

シンポジウム

会議開催地を事前に詳しく調査、視察すること。

特定の分野の専門家による会議。論文の発表、討論が行わ
れる。

social events
ソーシャル・イベント、社交行事

technical rehearsal

会議の中で社交を目的として企画された行事、イベン
ト、 パ ー テ ィ な ど を さ す。 "social program" "after
convention" ともいう。

テクニカル・リハーサル

social program

technical visit

社交行事

テクニカル・ビジット

"social events"（社交行事）と同じ。

実地見学。会議参加者にとって関心のある工場等の現場
見学。

会議などの開会直前に行う照明、音響、映像、その他技術
面の最終確認を行うこと。

sponsorship
スポンサーシップ、企業協賛
企業や個人等による会議への財政的、物質的な援助。
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teleconference

welcome reception

テレコンファレンス

ウェルカム・レセプション

複数の離れた場所にいる３人以上の人々が音声や映像通信
を用いて行う会議。"video conference"（テレビ会議）の
項目参照。

会議の開会を祝うパーティ、歓迎レセプション。飲み物や
食べ物を用意する。

teleprompter
テレプロンプター
講演者のセリフを聴衆に見えないよう、透明なスクリーン
上に文字を表示する装置。短く「プロンプター」ともいう。

theater setup
シアター形式による会場設営

ウィスパー通訳、ウィスパリング
通訳者がゲストのそばに座り、耳元でささやき声で行う
通訳手法。

working group
作業部会

机を置かない椅子だけの会場設営。

参加者が特定の問題に関して議論する会議。解決策を提案
することが期待される。

theme party

working lunch

テーマ・パーティ

ワーキング・ランチ

一定のテーマのもとに開かれる特別のレセプションまたは
パーティ。

会議において昼食時間に引き続き会議を行う際、そこで出
される昼食のこと。もしくは、会議を続けながらとる昼食
のこと。

tour
ツアー

workshop

"excursion"（エクスカーション）に同じ。

ワークショップ

trade show
トレードショー、見本市
商談・顧客開拓を主な目的とした商品展示会。

turnaround, turnover
ターンアラウンド、ターンオーバー
展示物・展示装飾物を解体して会場を元の状態に戻すこと。
原状復帰。

venue
開催地、会場
会議を行う会場のこと。"site"（会場）ともいう。

video conference
テレビ会議
複数の離れた場所にいる３人以上の人々が映像（テレビ）に
よって行う会議。 "teleconference" の項目参照。

visitor
来場者
見本市、トレードショーの入場者のこと。

welcome cocktail
ウェルカム・カクテル
歓迎の意味を込めて用意した飲み物。飲み物自体をさす場
合とそのような飲み物を供する催しをさす場合とがある。
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whisper interpretation

特定のテーマや問題について少人数で集中して行う討議や
会合のこと。
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