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• MICE国際競争力強化委員会/小委員会について

• MICEを取り巻く現状について

－MICEに関するプロモーション方針

－国際会議の動向

• M＆I及びEに対する施策について

• 前回の国際競争力強化委員会における指摘事項・施策の進捗状況
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訪日外国人旅行者数2000万人の目標達成が視野に入ってきたことを踏まえ、
次の時代の新たな目標の設定とそのために必要な対応の検討を行う。

「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」について

【議 長】 内閣総理大臣
【副議長】 内閣官房長官、国土交通大臣
【構成員】 副総理兼財務大臣、

地方創生担当大臣、
一億総活躍担当大臣、
総務大臣、法務大臣、外務大臣、
厚生労働大臣、経済産業省、民間有識者

明日の日本を支える観光ビジョン構想会議

〈会議で挨拶する安倍内閣総理大臣〉

第1回（平成27年11月9日）
第2回（平成28年3月30日）

平成28年3月30日
「明日の日本を支える観光ビジョン」決定

訪日外国人旅行消費額

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

（2015年の約2倍） （2015年の約3倍）

（2015年の2倍超） （2015年の4倍超）

（2015年の3倍弱）

（2015年の約2倍）

（2015年の5倍超）

（2015年の約3倍）

（最近5年間の平均から約5％増） （最近5年間の平均から約10％増）
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「明日の日本を支える観光ビジョン」 MICE関連部分抜粋

○ MICEの誘致促進に向け、政府レベルで支援する体制を
構築するため、関係府省連絡会議を年内に新設し、以下
の取組を実施。

○ 将来的に、官民連携の横断組織を構築し、オールジャパ
ン体制での支援を実施

◆明日の日本を支える観光ビジョン
（明日の日本を支える観光ビジョン構想会議 平成２８年３月３０日）

MICE誘致の促進

・レセプションでの国立施設の使用許可

・ポスト・コンベンション/展示会向け施設の拡充

・グローバル企業のビジネス活動を支える会議施設等の整備への支援
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「観光ビジョン実現プログラム」2016 【MICE誘致の促進】

◆観光ビジョン実現プログラム2016（観光立国推進閣僚会議 平成28年5月13日）

・レセプションでの国立施設の使用許可

・ポスト・コンベンション/展示会向け施設の拡充

・グローバル企業のビジネス活動を支える会議
施設等の整備への支援 等

・ユニークベニューの利用拡大・普及促進のため、施設管理者と利用者のニーズの齟齬や課題を整理し、施設側と
も課題について情報共有を行う。また、海外の先進事例、特に国や政府関連施設のユニークベニューの運営方法等
を調査し、国内の公的施設をユニークベニューとして活用する上での方策を検討する。【新規】

・ユニークベニューの利用拡大・普及促進のため、施設管理者と利用者のニーズの齟齬や課題を整理し、施設側と
も課題について情報共有を行う。【新規】＜再掲＞

・グローバル企業のビジネス活動を支える会議施設、外国語対応医療施設等について､これらの施設を整備する民
間都市開発事業に対する支援制度を創設するとともに、民間都市開発推進機構の金融支援（共同型都市再構築業
務・メザニン支援業務）を拡充することにより、当該施設の整備を促進する。【新規】

・MICEの意義を幅広い層に説明する観点から、MICE主催者や参加者に対し、アンケート調査等によるデータの収集
を行い、MICEの経済波及効果を調査する。【新規】

・インセンティブ旅行のデスティネーションとして日本をPRするための都市の情報を集めた情報集約サイトを構築し、
インセンティブ旅行の誘致を促進する。また、海外からのインセンティブ旅行のベストプラクティスについて、表彰を行
い国内外での周知を図る。【新規】

・国内外のステークホルダーに対し、国内主催者向けセミナーや海外MICE見本市等あらゆる機会を活用し、MICEブ
ランドの周知及びプロモーションについての検討を行う。【新規】

・国際的に有力なMICE主催者との関係を構築してMICEデスティネーションとしての日本のプレゼンスを上げる観点
から、JNTOはMICEの国際団体が主催するイベントや商談会等への参加及びこれら団体の理事会の日本開催を通
じ、グローバルネットワークの構築・強化を図る。【新規】

・コンベンションビューローのMICE誘致に関して国際競争力・体制強化のために、グローバルMICE強化都市に対し
て、マーケティングの高度化に向けた支援事業を実施する。加えて、国内のコンベンションビューローの誘致競争力
を高めるために、海外におけるコンベンションビューローの誘致に向けた取組の調査を実施する。【新規】

・JNTOは、各地方自治体のコンベンションビューローと連携し、大学教員・研究者等国際会議主催者及び大学・学協
会事務局を対象とするセミナー等を実施し、国際会議誘致・開催の重要性の普及・啓発を行い、大学教員・研究者
が国際会議の誘致・開催に取り組みやすい環境の整備を促進する。【新規】

・日本国内で開催されるイベントに積極的に訪日外国人を呼び込み、インバウンド効果を最大限に実現させるため、
イベントに関する情報提供をJNTOのネットワークを活用し実施する。【新規】

・観光庁・JNTOが中心となって行うMICE誘致に向けて、JETROは連携して地域の生産現場の見学、企業関係者と
の意見交換会、ファムトリップ等の産業観光プログラムの充実を図る。【改善・強化】

○ MICEの誘致促進に向け、政府レベルで支援する
体制を構築するため、関係府省連絡会議を年内に
新設し、以下の取組を実施。

・MICE誘致・開催を政府横断的に支援するため、観光庁が事務局となり、年内に「MICE推進関係府省連絡会議」
（仮称）を設置し、政府横断的に支援するMICE案件について支援策の検討等を進める。【新規】

○ 将来的に、官民連携の横断組織を構築し、
オールジャパン体制での支援を実施
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「日本再興戦略２０１６」 MICE関連部分抜粋

・年内に「MICE推進関係府省連絡会議（仮称）」を設置し、政府
横断的に支援するMICE案件について支援策の検討等を進め
るとともに、以下の取組を実施する。

◆日本再興戦略２０１６（平成２８年６月２日閣議決定）

⑨MICE誘致の促進
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- コンベンションビューローのMICE誘致に関して国際競争力・体制強化
のために、グローバルMICE強化都市に対して、マーケティングの高度化
に向けた支援事業を実施する。

- ユニークベニューの利用拡大・普及促進のため、施設管理者と利用者の
ニーズの齟齬や課題を整理し、施設側とも課題について情報共有を行う。



ＭＩＣＥの意義

MICE開催を通じた主催者、参加者等の消費支出は、開催地域を中心に大きな経済波及効果を生み出す。

MICE開催は、ビジネスや研究分野の海外参加者と我が
国参加者の人的ネットワーク形成や知識・情報の共有に大
きな効果。これらを通じて、新たなビジネス機会を生み出し、
科学技術の発展・イノベーションの創出に大きく資する。

（３）都市の競争力・ブランド力向上

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

（２）ビジネス機会やイノベーションの創出

（１）高い経済効果

アイディアの交換

ポリティカルな活動

ダウンロード
／アップロード

リレーションシップの構築ビジョンの創造

ナレッジの加速 ミーティングの機能

イノベーションのための
ヒューマンインターフェイス

MICEの機能MICEの機能

出所）ICCA2012総会におけるPricewaterhouseCoopers講演より作成
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MICE国際競争力強化委員会（平成25年度）

目的

・委員会＋小委員会（実務レベル）
・委員会、小委員会は、誘致主体（都市、コンベンションビューロー等）、MICE関連事業者、
有識者等で構成。

委員会の構成

検討課題
・MICE市場動向等の現状分析
・MICE分野のマーケティング戦略・取組のあり方
・我が国のMICE誘致関係主体の国際競争力強化方策 等

国際的な誘致競争が激化の中で、競合国に比べて我が国はMICE誘致に後れを取りつつある
との認識の下、日本のMICE分野の競争力の抜本的な強化を図るための具体方策を検討し、
我が国MICEの再生・強化を図る。

石井 清昭 (一社)日本コングレス＆コンベンションビューロー
(JCCB) 副会長

石積 忠夫 (一社)日本展示会協会 会長
川村 益之 (株)JTBコーポレートセールス 代表取締役社長
定保 英弥 (株)帝国ホテル 代表取締役社長
玉井 和博 立教大学観光学部特任教授
近浪 弘武 日本PCO協会 代表幹事
塚田 祐次 東京都産業労働局長
塚本 稔 京都市副市長
西村 幸夫 東京大学先端科学技術研究センター所長・教授
根本 勝則 (一社)日本経済団体連合会産業政策本部 本部長
松山 良一 (独)国際観光振興機構 理事長
光田 清隆 (株)横浜国際平和会議場 パシフィコ横浜 代表取締役社長
分部 日出男 (一社)日本コンベンション事業協会 会長

委員一覧 小委員一覧

赤岡 謙 横浜市観光コンベンション振興部長
新井 立夫 日本コンベンションサービス(株) 執行取締役
恩藏 直人 早稲田大学商学学術院商学部教授
川島 久男 川島アソシエイツ代表
座間 久徳 (株)ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル

代表取締役社長
柴田 淳司 福岡市経済文化観光局観光コンベンション部長
神保 憲二 (独)国際観光振興機構 理事
杉崎 智恵子 東京都観光部長
玉井 和博 立教大学観光学部特任教授
東條 秀彦 大阪観光局 ＭＩＣＥシニアディレクター
徳永 清久 (株)プリンスホテル執行役員

（品川・高輪地区統括総支配人）
根子 俊彦 (公財)札幌国際プラザ 企画事業部長
山本 牧子 ＭＰＩ Ｊａｐａｎ 会長 平成２６年３月１８日現在
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開催実績
【委員会】
第１回（平成２４年１１月２８日）
第２回（平成２５年３月７日）
第３回（平成２５年６月１４日）
→最終とりまとめ（平成２５年８月）
第４回（平成２６年３月１８日）

【小委員会】
第１回（平成２４年１２月２１日）
第２回（平成２５年１月２９日）
第３回（平成２５年５月１０日）
第４回（平成２６年３月１８日）



我が国のMICE国際競争力の強化に向けて
～アジアNO.1の国際会議開催国として不動の地位を築く～

MICE国際競争力強化委員会最終とりまとめ（概要）

～都市、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ（CB）、ホテル、会議運営事業者、旅行業者、運輸事業者等のMICEプレイヤーへの提言～

MICEプレイヤーへの６つの提言

① 行動基準をｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに （競争相手は海外の都市・事業者）

③ ﾁｰﾑとしての協力・連携の推進 （チームジャパン、チーム●●シティの構築）

② MICEﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの高度化 （リサーチ、重点目標設定、差別化等）

④ 顧客視点のｿﾘｭｰｼｮﾝ提供ﾋﾞｼﾞﾈｽの強化

⑤ 組織強化と人材育成への対応

⑥ MICEの戦略的活用

◆自治体・CBの課題・役割
• 都市のMICEマーケティング全体に責任を
持つ司令塔
→マーケットリサーチ徹底
→重点分野の設定
→競合都市との差別化 等

• 都市戦略実現ツールとしての活用

• 大学・産業界等の主催者との連携強化

• 域内MICE関係者の連携構築

• 国際ネットワークの強化

• CBの体制整備・財源強化

• MICE施設等の受入環境整備 等

◆ホテル
• CBとﾎﾃﾙ、ﾎﾃﾙ相互の連携強化

• 顧客への価値提供ビジネス

• MICE専門家育成 等

◆会議運営事業者（PCO)
• ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽの強化

• 企画提案型MICEの強化 等

◆DMC・旅行業者
• 企画力の一層の強化 等

◆運輸事業者、MICE施設事
業者、展示会事業者 等

◆学会・協会等の
国内主催者

誘致への取組が期待さ
れるが下記が課題。

• 多忙等の時間制約や人
手不足

• 資金面での不安

• 会議開催の経験・ノウハ
ウ不足

• 国際本部とつながる国
際人材の育成

◆国・JNTO
• 国ﾚﾍﾞﾙでのMICEの司令塔

• 日本のMICEブランディング
やプロモーション

• 情報収集、ノウハウ共有、コ
ンサルティング

• MICEプレイヤーに対する必
要な支援

• MICE案件発掘・誘致

• MICE推進に向けた啓蒙

• 政府系会議の推進 等

MICEプレイヤー毎の課題・役割
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平成28年度MICE国際競争力強化委員会/小委員会

MICE国際競争力強化委員会（案） MICE国際競争力強化委員会
経済波及効果算出に関する小委員会

石積 忠夫 （一社）日本展示会協会会長

今井 敏行 （株）ジェイティービー常務取締役

上田 正尚 日本経済団体連合会産業政策本部本部長

糟谷 範子 京都市観光政策監

坂本 雅彦 東京都産業労働局観光部長

定保 英弥 （株）帝国ホテル代表取締役社長 東京総支配人

鈴木 隆 （株）横浜国際平和会議場代表取締役社長

髙栁 哲男 （一社）日本コングレス＆コンベンションビューロー

（ＪＣＣＢ）副会長

玉井 和博 大妻女子大学教授

近浪 弘武 （一社）日本コンベンション協会（ＪＣＭＡ）代表理事

西村 幸夫 東京大学大学院工学系研究科教授 ◎

松山 良一 （独）国際観光振興機構理事長

坂本 雅彦 東京都産業労働局観光部長

佐藤 利幸 （株）横浜国際平和会議場経営企画課長

菅 幹雄 法政大学経済学部教授 ◎

髙栁 哲男 （一社）日本コングレス＆コンベンションビューロー

（ＪＣＣＢ）副会長

武内 紀子 （一社）日本コンベンション協会（ＪＣＭＡ）副代表理事

川崎 悦子 （独）国際観光振興機構コンベンション誘致部長

◎ 座長◎ 座長

ＭＩＣＥの開催による経済的重要性をより明確にするため、
経済波及効果算出に関する検討を行う。

前回のＭＩＣＥ国際競争力強化委員会における指摘事
項に対するレビューを行う。

その上で、平成２９年度以降のＭＩＣＥ促進の課題と方針
を整理する。

目 的

誘致主体（都市、コンベンションビューロー等）、
ＭＩＣＥ関連事業者、有識者等で構成。

委員構成

誘致主体（都市、コンベンションビューロー等）、
ＭＩＣＥ関連事業者、有識者等で構成。

目 的

委員構成

（５０音順、敬称略）

（５０音順、敬称略）

10



新たなMICE促進策の検討体制

平成25年8月「我が国のMICE国際競争力の強化に向けて」 観光庁・JNTOによる「C]を中心とした施策

平成28年3月「明日の日本を支える観光ビジョン」 政府全体のMICE誘致促進に向けた施策

• MICEの誘致促進に向け、政府レベルで支援する体制を構築するため、関係府省連絡会議を年内に新設。
• 将来的に、官民連携の横断組織を構築し、オールジャパン体制での支援を実施。

平成28年度 平成29年度

• M+I+C+E全体に共通する
課題、全体の方針策定
－官民連携したMICE商品の企画・

開発 等

• MICE市場規模の把握
（28年度はCについて調査）

• Cについて平成25年8月取り
まとめのレビュー
－JNTO、CBの体制強化 等

MICE国際競争力強化委員会

28年度取りまとめ

• MICE市場規模の把握
（M＆I及びEも含めて調査）

• MICEの目標値

• 28年度、29年度の議論を
踏まえたMICE施策の
打ち出し

MICE国際競争力強化委員会

29年度取りまとめ
MICE市場規模の把握

MICEの目標値

11

国レベルの
MICE支援策

関係府省
連絡会議

例：ユニークベ
ニュー活用に向け
た連携

平成29年度予算執行に反映
MICE推進体制の刷新（国レベル、ローカルレベルでの官民の連携）
MICEの目標値を達成していくための新たなMICE施策をオール
ジャパンで推進

国レベルの
MICE支援策

関係府省
連絡会議

例：ユニークベ
ニュー活用に向け
た連携



MICE国際競争力強化委員会/小委員会 ＜予定・議題案＞

12

MICE国際競争力強化委員会
MICE国際競争力強化委員会

経済波及効果算出に関する小委員会

第5回（2016年8月31日）
・MICE政策について

－M＆I及びEに関する現状の取り組みについて
－前回の国際競争力強化委員会の指摘に対する事項の

取組状況について（１）

・経済波及効果算出について

第1回（2016年8月5日）
・経済波及効果算出の目的について
・経済波及効果算出方法の提案について

第2回（2016年11月ごろ）
・経済波及効果算出に関する状況報告

第3回（2017年1月ごろ）
・経済波及効果算出に関する最終報告（案）について

第6回（2016年11月ごろ）
・MICE政策について

－前回の国際競争力強化委員会の指摘に対する事項の
取組状況について（2）

第7回（2017年1月ごろ）

・MICE全体に共通する課題について

・平成29年度予算の概要

・経済波及効果算出に関する最終報告

来年度では、MICE全体での経済波及効果を算出する予定であり、
引き続き小委員会を継続し、適宜本委員会で報告予定

第8回～（2017年4月ごろ～、年度末までに5回程度）
・MICE市場規模の把握
・MICEの目標値
・28年度、29年度の議論を踏まえたMICE施策の打ち出し

報告

報告



• MICE国際競争力強化委員会/小委員会について

• MICEを取り巻く現状について

－MICEに関するプロモーション方針

－国際会議の動向

• M＆I及びEに対する施策について

• 前回の国際競争力強化委員会における指摘事項・施策の進捗状況

13
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平成28年度 MICE市場 プロモーション方針

＜28年度プロモーション基本方針＞

1.国際団体・企業が主催する欧米・アジアのMICE専門見本市、ネットワークイベントや商談会への参加し、またセミナーを実施するとと
もに、これらのイベントや商談会の日本での開催（MPI総会等）を働きかけ、国際会議、ミーティング＆インセンティブ旅行の取り込みを
強化する。

2.主催者の誘致活動を円滑化させるため、学協会の国際本部に対しては、会員誌への広告掲載などを通じ、日本での国際会議の開
催を働きかける。各自治体のコンベンション・ビューローと連携し、国際会議主催者及び大学・学協会事務局を対象とするセミナー等を
実施する。また、アンバサダー・プログラム等により、日本で開催の可能性がある国際会議の誘致のための支援を行う。

3.インセンティブ旅行目的地としての日本を効果的に情報発信するため、多言語ポータルサイトの構築及びインセンティブアワードの創
設を行なう。

4.現在、海外事務所でMICEの誘致活動を専属で行う職員はソウル、ロンドン及びニューヨークに配置されているが、新たにシンガポー
ル及びパリにも配置し、新たな市場の開拓を行なう。シンガポールについては訪日インセンティブ旅行、パリについてはフランス語圏に
キーパーソンが所在する国際会議の誘致に重点を置く。

その他ジェトロ等とも連携し、日本で開催される国際会議や国際展示会等に参加する外国人向けにテクニカル・ビジット等の情報を提
供する。

①国際会議
・ 業界国際団体
・ コアPCO
・ 学協会の国際本部
・ 国内主催者

＜訴求テーマ＞
ニーズに合わせた情報提供、国内ステー
クホルダーと連携した誘致活動の実施

②ミーティング＆インセンティブ旅行
【ボリューム層】
アジア諸国、特に中国、韓国、台湾、
タイ、インドネシア、マレーシアの旅行
会社法人部門及びミーティングプラン
ナー。
＜訴求テーマ＞
首都圏、関西、北海道をだけでなく他
の地域も組み合わせる。

③ミーティング＆インセンティブ旅行
【高付加価値層】
北米、欧州、豪州、特に米国
＜訴求テーマ＞
大都市と地方を組み合わせることも
検討。
国内でのユニークベニューの利用や
特別手配が必要な施設やサービス
の開発などコンテンツの充実を図る。

＜主要ターゲット＞
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世界の国際会議開催件数の推移（2006～2015）
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○直近10年で、世界の国際会議は+36%増加したが、日本の国際会議は+28%の増加にとどまっている

○国際会議が最も開催されている地域は欧州で、最も開催の伸びが大きい地域は中東となっている

（件数）

（年）

’06→’15
増加率（%）

欧州

アジア

北米

中南米

オセアニア

アフリカ

中東

+36

+31

+29
+51
+19

+49
+150

日本での
開催件数

277 315 337 320 349 244 341 342 337 355 +28

8,877 9,637 10,501 10,721 11,333 11,133 11,156 11,685 11,505 12,076世界全体で
の開催件数

+36
出典：ICCA（A Modern History of International Association Meetings 1963-2012）、ICCA Statistics Report(2013,2014,2015)
注：開催件数が少なく、レポートで「others」とまとめられた会議については地域分類が不可能なため、地域分類を行っていない
※国際会議の定義：(1)参加者総数50名以上、(2)定期的に開催される、(3)3カ国以上での持ち回りあり



国際会議開催件数上位10カ国（2015年）のこれまでの件数推移と順位推移
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出典：ICCA（A Modern History of International Association Meetings 1963-2012）、ICCA Statistics Report(2013,2014,2015)

○国際会議の開催件数が最も大きい国はアメリカで、上位は欧州が占めている

○日本は、直近7位で維持してきており、6位のイタリアとは149件の差がある

16
※国際会議の定義：(1)参加者総数50名以上、(2)定期的に開催される、

(3)3カ国以上での持ち回りあり
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アジア・大洋州の国別/都市別国際会議開催件数の推移

○アジア・大洋州では、日本の国際会議の件数は1位となっているが、対前年比では、韓国/タイが大きく件数を伸ばしている

○都市別で見ると、国内で最も開催件数の多い東京がアジア・大洋州で8位となっている

○直近ではバンコク、マニラ、ソウル、福岡などの都市が大きく開催件数を伸ばしている

アジア・大洋州における国際会議開催件数の推移（国別1)）

’14→’15
増加件数

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015

日本

中国

韓国

オーストラリア

シンガポール

タイ
インド

台湾

マレーシア

香港

+18
+1

+45
-13

+14
+33
+16
-21
-20
+14

アジア・大洋州における国際会議開催件数の推移（都市別、上位15都市）

1. 2015年の開催件数が100件以上を対象としている
出典：ICCA（A Modern History of International Association Meetings 1963-2012）、ICCA Statistics Report(2013,2014,2015)

2011 2012 2013 2014 2015
14→'15

増加件数

シンガポール 154 150 175 142 156 +14

ソウル 106 100 125 99 117 +18

香港 97 96 89 98 112 +14

バンコク 69 105 93 73 103 +30

北京 123 109 105 104 95 -9

台北 86 80 78 92 90 -2

シドニー 59 86 93 82 86 +4

東京 50 69 79 90 80 -10

クアラルンプール 80 69 68 79 73 -6

上海 78 64 72 73 55 -18

メルボルン 62 54 52 61 54 -7

京都 34 61 43 47 45 -2

マニラ 27 31 28 22 41 +19

ニューデリー 41 48 35 35 41 +6

バリ 38 47 55 38 40 +2

アブダビ 8 22 23 22 35 +13

釜山 27 32 34 35 34 -1

済州 37 33 45 41 34 -7

福岡 19 23 12 15 30 +15

オークランド 22 18 19 19 28 +9

ブリスベン 24 40 25 37 28 -9

マカオ 11 8 16 23 28 +5

杭州 15 15 17 17 27 +10

17

※国際会議の定義：(1)参加者総数50名以上、
(2)定期的に開催される、
(3)3カ国以上での持ち回りあり



• MICE国際競争力強化委員会/小委員会について

• MICEを取り巻く現状について

－MICEに関するプロモーション方針

－国際会議の動向

• M＆I及びEに対する施策について

• 前回の国際競争力強化委員会における指摘事項・施策の進捗状況
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ミーティング（M）＆インセンティブ（I）旅行の促進①

19

取組
状況

課題
認識

○国内MICE業界や自治体でM&Iの開催への関心が高まっているが、海外バイヤーに対するセールス活動は招請事業
が主である傾向があり、海外の市場動向収集・分析や有望案件の発掘力強化といった専門ノウハウの蓄積が必要

○海外バイヤーが求める素材より、受け入れ側が売り込みたい素材を主として提供することが多く、市場調査等を
通して、バイヤーのニーズを把握し、それに応じた柔軟な対応が必要

旅行会社等の招請
企業ミーティングやインセンティブ旅行を実施する企
業をクライアントに持つミーティング・プランナーや旅
行会社を日本に招請し、視察や商談を実施。

海外キーパーソン招請事業

平成25年度（8月以降）
シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、中国の旅
行会社を17名招請

平成26年度
Visit Japan MICE Martでアジア6カ国の旅行会社を
21名招請

平成27年度
・Visit Japan MICE Martで海外バイヤーを25名招請
・豪州インセンティブ旅行キーパーソン招請で5名招請



20

取組
状況

課題
認識

ミーティング（M）＆インセンティブ（I）旅行の促進②

平成28年度
実施予定事業

地域への貢献等の功績のあったインセンティブ旅行
を表彰。インセンティブ旅行を企画する際に有益な
情報をまとめたポータルサイトを設置。

インセンティブ・
アワード

（12月実施予定）

インセンティブ・
ポータルサイトの
構築（年度内）

功績のあった訪日インセンティブ旅
行をベスト・プラクティスとして表彰

更なる訪日インセンティブ旅行の
企画・催行意欲の向上

訪日インセンティブの企画に有効
な情報を掲載した特設サイト設置

○訪日インセンティブ旅行の実態の把握や全体像がわかるデータがなく、ニーズに合った魅力的なプログラムの
提案や支援メニューの整理ができていない

○より多くのM＆Iが誘致できるような広報戦略が必要



イベント/展示会（E）の促進

21

取組
状況

課題
認識

イベントや
展示会の開催支援

日本で開催されるイベントや展示会の予定や開催
結果の報告をウェブサイトを通じて積極的に発信。

イベント開催支援

イベント情報発信

日本で開催される大型イベン
トで訪日旅行PRブースを設置
し、各地の情報提供を実施。
（例：2015年 世界スカウト
ジャンボリー（山口））

日本で開催された大型イベン
トの報告や今後の予定等を
ウェブサイトで発信。

○イベントや展示会を活用した訪日客増加を目途とした開催支援のあり方が整理されていないため、新たに検討
が必要



• MICE国際競争力強化委員会/小委員会について

• MICEを取り巻く現状について

－MICEに関するプロモーション方針

－国際会議の動向

• M＆I及びEに対する施策について

• 前回の国際競争力強化委員会における指摘事項・施策の進捗状況
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国が支援すべき4つのテーマと１８のアクション

１ 都市の誘致競争力の強化

「グローバルMICE戦略都市」の育成
（海外専門家によるマーケティング能力向上

支援、海外競合都市調査等）
CBと民間事業者の連携促進・情報共有の強化
ユニークベニューの開発・利用促進
MICE視点での都市機能の強化（エリアマネジメ

ント組織との連携等）
出入国手続の迅速化・円滑化

２ MICEプレイヤーの強化

CBの組織強化への取組支援（民間的手法の活
用等）
MICE関係事業者の組織化支援
研究者等のMICE誘致環境の改善
MICE分野の人材育成

３ チームジャパンの誘致体制の構築

MICEアンバサダープログラムの導入
日本の新しいMICEブランドの構築・強化
MICEの意義・効果の啓蒙
「日本の顔」の育成（海外ネットワークの強化）
政府の横断的体制の構築
在外公館や関係府省との連携
MICE相談窓口の設置

４ 国・都市の戦略実現ツールとしてのMICEの活用

成長分野をターゲットとしたMICE誘致・開催に向け
た連携

MICEを活用した日本の情報発信・ブランディング活
動の展開

世界からビジネスマンや研究者がやってくるアジアNo.1の国際会議開催国に！
23



１ 都市の誘致競争力の強化

「グローバルMICE都市」の育成

CBと民間事業者の連携促進・情報共有の強化

ユニークベニューの開発・利用促進

MICE視点での都市機能の強化

出入国手続の迅速化・円滑化

２ MICEプレイヤーの強化

CBの組織強化への取組支援

MICE関係事業者の組織化支援

研究者等のMICE誘致環境の改善

MICE分野の人材育成

３ チームジャパンの誘致体制の構築

MICEアンバサダープログラムの導入

日本の新しいMICEブランドの構築・強化

MICEの意義・効果の啓蒙

「日本の顔」の育成（海外ネットワークの強化）

政府の横断的体制の構築

在外公館や関係府省との連携

MICE相談窓口の設置

４ 国・都市の戦略実現ツールとしてのMICEの活用

成長分野をターゲットとしたMICE誘致・開催に向け

た連携

MICEを活用した日本の情報発信・ブランディング活
動の展開

24

指摘事項に対する振り返り

：今回の委員会でのレビュー事項 ：次回以降の委員会でのレビュー事項

このほか、自治体・CB、ホテル、PCO、旅行事業者、MICE施設事業者、学会関係者等へのアンケートやヒアリングを通じて、
各MICEプレイヤーの課題について整理を行う予定。それを踏まえて、今後の方向性について議論いただきたい
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市場/競合都市
調査分析

アドバイザー
派遣

広告宣伝支援

ステーク
ホルダー
連携促進

グローバルMICE都市/グローバルMICE強化都市に対する具体的な支援事業（H25年～28年）

■ＭＩＣＥ分野において高度な専門知識と国際ネットワークを有する外国人専門家を招聘し、
マーケティング戦略の策定・高度化、 誘致活動におけるコンサルティング・
活動支援を実施

・各都市の強み・弱みの抽出
・「開催地」「コンベンションビューロー」における査定を行い、問題点・改善点の抽出
・グローバルＭＩＣＥ都市化を目的した戦略プランの策定
・戦略プラン達成に向けたアクションプランの設定
・セールスツール（ビッドペーパー・誘致プレゼンテーション）作成手法研修

およびテンプレート提供

■ＭＩＣＥ専門誌の記者を日本へ招聘し、記事広告の掲載を実施
・北米、欧州、アジアのＭＩＣＥ専門誌に各都市の素材（を掲出した別冊小冊子を作成
・海外見本市にて上記小冊子を配布し、プロモーション活動を実施

■外部講師を派遣し、ステークホルダー連携促進のためのセミナーを開催
・各都市のステークホルダー向け（産業界・研究機関、会議施設、ホテル等）

ＭＩＣＥシンポジウム・セミナー実施支援

■海外都市に関する調査分析を行い、 グローバルＭＩＣＥ都市へ提供
・国内都市および海外の主要都市を定量的に評価比較し、
国内都市のグローバル市場における成長ポテンシャルと
改善点などを調査

・海外都市のMICE戦略に関するブランディング・
具体的な誘致活動、ステークホルダー連携活動等都市の取組調査

外国人専門家によるコンサルティング

専門誌記者招聘 海外見本市での
プロモーション

外部講師による
ステークホルダー向けセミナー

グローバル国内、海外の都市戦略・ブランディングに
関する取組の先進事例調査・都市へ報告

（出典）
都市のＭＩＣＥに関する競争力評価
事業報告書より

「グローバルMICE戦略都市の育成」/「CBと民間事業者の連携促進・情報共有の強化」/
「CBの組織強化への取組支援」

○平成２５年度に大型国際会議の誘致ポテンシャルを有する都市として「グローバルＭＩＣＥ都市」を、平成２７年度に一定水準以上の誘致
力を有する都市を「グローバルＭＩＣＥ強化都市」として選定を行い、マーケティング戦略高度化のためのソフト面の集中的な支援等を実
施してきている

取組
状況

グローバルMICE都市：東京都、横浜市、京都市、神戸市、福岡市、大阪府・大阪市、名古屋市・愛知県
グローバルMICE強化都市：札幌市、仙台市、千葉県千葉市、広島市、北九州市
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「グローバルMICE戦略都市の育成」/「CBと民間事業者の連携促進・情報共有の強化」/
「CBの組織強化への取組支援」

＜CBの課題＞

○人的・財的資源が不足している

○CBにおける定期的な人事異動の制度により、継続的な教育が困難。MICE専門家育成の方策を検討
する必要がある

○誘致失敗案件の敗因分析が必要

＜JNTOの課題＞

○MICE開催地のプロモーションを効果的に行うためには、 JNTOとCBの役割を明確にすべき

○ICCA等の国際団体に対する入り込んで、多くのバイヤーとのネットワークを構築すべき

○日本側主催者（ローカルホスト）を獲得するためには、国内協会発展のための支援プログラムを強化
することが必要

＜ステークホルダー連携の課題＞

○ステークホルダーに対し、国際会議誘致の価値と重要性を示す事例やデータを提供すべき

〇ステークホルダー（ホテル・施設・旅行会社等）に対し、国際会議誘致の価値と重要性における教育と

国際市場で通用するプロダクトとサービスを提供するための専門的なスキルトレーニングが必要

○地元主催者や学協会向けの支援プログラムが必要

外国人アドバイザー
による課題抽出



出典：地域の特性を活かしたMICEのあり方に関する報告書

自治体やコンベンションビューローにおいて、MICEを誘致・開催する場合の課題として、
○人的リソース、職員能力・経験不足、活動資金といった組織としてのリソース不足を課題と感じているケースが多い
○ユニークベニューの開発や地域の大学や研究機関との連携を指摘する声も多い
○また、地域内事業者との連携や周辺地域との連携、開発支援のノウハウを指摘する声もある

「グローバルMICE戦略都市の育成」/「CBと民間事業者の連携促進・情報共有の強化」/
「CBの組織強化への取組支援」

自治体やコンベンションビューローにおけるMICE誘致・開催に対する課題 N=58
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「グローバルMICE戦略都市の育成」/「CBと民間事業者の連携促進・情報共有の強化」/
「CBの組織強化への取組支援」

28

課題
認識

＜JNTO/CBの強化＞：M＆I及びC
○人員・予算、グローバルで戦うための専門スキルが不足しており、強化が必要

○海外からの問い合わせ対応の強化が必要

○M＆I及びC誘致のための誘致戦略の構築が必要

○海外マーケット情報の入手・分析が必要

○国際会議の誘致成功・失敗の要因分析が必要

＜JNTOの強化＞：M＆I及びC
○JNTOとCBの役割を明確にすべき

○海外事務所にスペシャリストを配置すべき

＜ステークホルダーの強化＞

○関連産業からのサポートが必要（例：MICE商品の開発、ユニークベニューの開発）（ M/I/C/E）

○ステークホルダーに対するトレーニングが必要（ M＆I及びC ）
○学協会が国際会議を主催する力を強化・支援するプログラムが必要（C）



「MICE視点での都市機能の強化」/「MICE関係事業者の組織化支援」

大 阪大 阪

「大阪MICEビジネス・アライアンス」
２０１３年５月、MICE誘致・開催について、地域産業界が
行政と連携し、民間主導の取組を推進するため、MICE主催
者にワンストップサービスを提供する基盤として設立。

日時：２０１６年９月１日～２日
場所：コングレコンベンションセンター
参加：大学・学協会・企業関係者、

その他ＭＩＣＥ主催者及び関係者
出展：ＭＩＣＥ施設、ホテル、ケータリング業者

飲食施設、観光施設、旅行会社 等
内容：商談会・大阪府内ＭＩＣＥ施設視察ツアー

取組
状況

○ MICE誘致・開催においては、自治体や事業者等が官民連携で取り組み、都市機能の強化を図ることが必要。
○ 地方では、業界横断的な組織を構築し、官民連携でＭＩＣＥ誘致・開催に取り組んでいる例もある。

◆構成員
大阪観光局、ＭＩＣＥ施設、ホテル、ＰＣＯ、旅行会社、交通・運輸業、
大阪府、大阪市、大阪商工会議所、関西経済連合会等、業界横断
の計１７の団体・会社が参画 ◆観光部会

福岡県、福岡市、九州経済連合会、コンベンションビューロー、ＰＣＯ、
大学、旅行会社、金融、交通機関、不動産、保険、広告、メディア、商
社、メーカー等、業界横断の計３９の団体・会社社が参画

２０１１年４月、福岡の国際競争力を強化するため、地域
の成長戦略策定から推進まで一貫して行うための業界横断
組織を設立。
５つの部会（観光・環境・人材・都市再生・食）を構成し、
福岡都市圏のMICE戦略推進ワンストップ機能構築のため、
プロジェクトを推進。

観光とMICEを一緒に取り組んできた（公財）福岡観光コ
ンベンションビューロー内に、平成26年4月、コンベン
ション施設、ホテル等により構成される「Meeting 
Place Fukuoka」を設置し、MICEに特化した産学官民の
誘致・マネジメント運営体制を確立。

福 岡福 岡

「大阪MICEディスティネーション・ショーケース」
会議主催者とMICE関連産業との商談や、会議主催者にMICE
関連施設の視察の機会を提供するプログラムとして、大阪
MICEビジネス・アライアンスが2013年より毎年開催。

Meeting Place Fukuokaの設立

福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.）

課題
認識

○M/I/C/Eの誘致・開催を促進するために、MICE業界の横断的な協力が必要だが、現状ではその取り組みは限定的
○国レベル、自治体レベルの双方でMICE業界の横断的な協力が必要 29



「MICE視点での都市機能の強化」/「MICE関係事業者の組織化支援」

○ パシフィコ横浜が中心となり、横浜の民間事業者が連携してMICE参加者への会議開催メニューを提供

横 浜横 浜

【MICE開催クーポン】

【MICEおもてなし
プログラム事例】

【水族館を活用した
ユニークベニュー事例】

海外競合都市（韓国 ソウル）海外競合都市（韓国 ソウル）

①MICE card（共通パス）の発行
MICE参加者へ「Seoul Welcome Kit」が無料配布され、その中にソウル市・ソウルコンベンションビューローが発行するMice cardが入っている。
Mice cardは、通常初期購入費が発生するところ無料となり、またT-money（電子マネー）
が使用できる施設では、どこでも使用ができる。（公共交通機関、コンビニ、アミューズメントパーク等）
MICE cardは事前にチャージされた状態（500円程度）でMICE参加者へ渡されるケースもある。
※「 Seoul Welcome Kit」には、他に「ビジネス旅行者ガイド」等が入っている。

①みなとみらい２１共通飲食券の発行 (１９９７年～)
みなとみらい地区の約２００店舗の飲食店と連携し、会議参加者が使用可能な飲食券を提供
国際会議等主催者が250円×4枚の飲食券を会議参加者に配布。会議参加者はみなとみらい地区の飲食店で利用可能

③MICE開催クーポンの発行（２０１３年～）
みなとみらい地区、中華街などと連携し、特定のMICE開催時にMICEオリジナルクー
ポンを発行。協力店舗で参加者IDなどを提示すれば、ワンドリンクサービスや割引を
受けられる。

②ユニークベニュー開発（１９９９年～）
市内美術館、民間施設等のユニークベニューとしての活用について横浜観光コンベンションビューロー
と共に働きかけ。

⑤横浜版インバウンドパス（仮称）実証実験（２０１６年７月）
第31回国際心理学会議開催期間、外国人参加者1000名を対象に観光等特典付一日乗車券を提供。

【Seoul MICE Card 例】

「横浜版インバウンド
パス（仮称）」

みなとみらい21共通飲食券

30

④訪日外国人向け『MICEおもてなしプログラム』（２０１５年５月）

第12回アジア栄養学会議・第69回日本栄養・食糧学会大会開催期間、横浜髙島屋と連
携し、「免税ショッピング」に「日本文化体験（着物の着付けや茶道等）」「高島屋への送
迎サービス」などを組み合わせ、会議参加者を対象に、日本滞在を満喫できるプログラ
ムを提供。



（参考）MICE視点での都市機能の強化（官民連携について）

○MICEを誘致・開催するために、民間企業を巻き込み、官民一体となって誘致を行うことが有効と考えられるが、
現状では民間企業に対する巻き込みが不十分

自治体・コンベンションビューローの連携状況

域内の
大学・

研究機関
との

連携状況

地元企業や
商工会議所、

JETRO
など

経済団体

（%）

「明日の日本を支える観光ビジョン」
（平成２８年３月３０日、『明日の日本を支える観光
ビジョン構想会議』（議長：内閣総理大臣））

【MICE誘致の促進】
（現状・課題） 「国際会議・国際展示会等（MICE）
は、開催地を中心に大きな経済波及効果を生み出
すものの、 認知度が低く、関係者のサポートが得
られにくい。」

（今後の対応）「政府レベルのMICE支援体制を構
築するため、関係府省連絡会議を年内に新設し、
将来的に、官民連携横断組織によるオールジャパ
ン体制での支援を実施。」

出典：地域の特性を活かしたMICEのあり方に関する報告書

（%）
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MICE分野の人材育成①
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豪州 香港 日本 中国 台湾 韓国 シンガポール

アジア・大洋州における国際会議開催件数の推移（都市別、上位15都市）
2011 2012 2013 2014 2015

シンガポール 154 150 175 142 156

ソウル 106 100 125 99 117

香港 97 96 89 98 112

バンコク 69 105 93 73 103

北京 123 109 105 104 95

台北 86 80 78 92 90

シドニー 59 86 93 82 86

東京 50 69 79 90 80

クアラルンプール 80 69 68 79 73

上海 78 64 72 73 55

メルボルン 62 54 52 61 54

京都 34 61 43 47 45

マニラ 27 31 28 22 41

ニューデリー 41 48 35 35 41

バリ 38 47 55 38 40

アブダビ 8 22 23 22 35

釜山 27 32 34 35 34

済州 37 33 45 41 34

福岡 19 23 12 15 30

オークランド 22 18 19 19 28

ブリスベン 24 40 25 37 28

マカオ 11 8 16 23 28

杭州 15 15 17 17 27

アジア・大洋州主要国のCMP取得者数（人）

ＣＭＰ（Certified Meeting Professional）

「ミーティングマネジメント」の総合能力を証明するMICE業界の国際認証

● 世界で通用するミーティングプロフェッショナルの証であり、海外との
商談においてMICEのビジネスパートナーから強い信頼を得る。

● 世界中の業界関係者とのネットワーク構築が可能。

他のアジアの競合国に比べ、
日本のCMP取得者数は少ない。

※CMP取得者数５名以上のアジア・大洋州国

CMPオフィシャルサイトより検索した数値を基に観光庁作成
https://myaccount.conventionindustry.org/Public/Directory.aspx? 32出典：ICCA（A Modern History of International Association Meetings 1963-2012）、

ICCA Statistics Report(2013,2014,2015)

○国際会議の誘致・開催では、MICE誘致・開催人材の国際認証であるＣＭＰ（Certified Meeting Professional）が果たす役割は大きい
○ただし、日本のＣＭＰ登録者数は僅か１３名（２０１６年８月時点）であり、国際会議開催件数で都市別上位にランクしている他の

アジアの競合国に比べると少ない。

取組
状況

課題
認識

○M/I/Cの誘致・開催に向けて、専門のノウハウが必要となるが、経験を有する専門家が不足している
○専門家からは、教育・研修プログラムが充実していないことが1つの要因と指摘されている



MICE分野の人材育成②

平成２７年度日本政府観光局MICEセミナー
～初級者対象～

● 日 時：平成２７年５月２８日（木）１４：００～１９：００
● 場 所：品川プリンスホテルメインタワー宴会場
● 対 象：国際会議観光都市やコンベンション推進機関等に

おいて、コンベンション業務を担当する職員のうち
概ね実務経験３年未満の者

● 参加人数：６０名

MICE関連事業者においてMICE業務に携わって日が浅い実務担当者
を対象に、国際コンベンション市場の概要や誘致・セールス活動の手
法、インセンティブ旅行市場の動向についてセミナーを実施。

平成２８年度日本政府観光局MICEセミナー
～初級者対象～

平成２７年度日本政府観光局MICEセミナー
～実務者対象～

● 日 時：平成２８年２月１５日（月）～１６日（火）
● 場 所：六本木アカデミーヒルズ
● 対 象：MICE関連事業者の実務経験者

（MICE施設、コンベンションビューロー、ホテル等）
● 参加人数：６０名

MICE関連事業者の実務者を対象に、 CMP試験に合格できるスキル
獲得を目的として、講義、ケーススタディ、施設等との交渉演習、
模擬テストを盛り込んだ、実践的ブートキャンプを実施。

● 日 時：平成２８年５月２４日（火）１４：００～１９：００
● 場 所：都市センターホテル
● 対 象：国際会議観光都市やコンベンション推進機関等に

おいて、コンベンション業務を担当する職員のうち
概ね実務経験３年未満の者

● 参加人数：６０名

＜開催予定＞

平成２９年２月頃予定

平成２８年度日本政府観光局MICEセミナー
～実務者対象～

33

○現在、国（ＪＮＴＯ）が行うＭＩＣＥ人材育成事業として、年に２回（初級者向け×１、実務者向け×１）のセミナーを開催
取組
状況

課題
認識

○ M/I/Cの誘致・開催に向けて、専門のノウハウが必要となるが、そのノウハウを蓄積するための人材育成が弱い
（一般的にCMPの取得には約100時間程度必要との専門家の指摘がある）



MICEの意義・効果の啓蒙
経済波及効果調査

34

取組
状況

○ＭＩＣＥの意義は、（１）高い経済効果、（２）ビジネス機会やイノベーションの創出、（３）都市の競争力・ブランド力向上、などが考えられる。
○その経済効果を示すツールとして、観光庁では「MICE開催による地域別経済波及効果測定のための簡易測定モデル」をつくり、国内地域

ごとのＭＩＣＥの経済波及効果算出を可能とした

課題
認識

○ M/I/C/Eの誘致・開催に支援頂くために、MICEの実態や地域にもたらす利益を具体的に示していくことが必要である
が、MICE全体での経済波及効果のデータについて、対外的に公表できる調査ができていない

MICE開催を通じた主催者、参加者

等の消費支出は、開催地域を中心に
大きな経済波及効果を生み出す。

MICE開催は、ビジネスや研究分野
の海外参加者と我が国参加者の人
的ネットワーク形成や知識・情報の
共有に大きな効果。これらを通じて、
新たなビジネス機会を生み出し、科
学技術の発展・イノベーションの創
出に大きく資する。

（３）都市の競争力・ブランド力
向上MICEを通じた人や情報の交流・

流通、ネットワーク構築の容易さな
どは、都市の競争力・ブランド力向
上に寄与する。

（２）ビジネス機会やイノベーションの創出

（１）高い経済効果

MICEの意義・効果 MICE開催による地域別経済波及効果測定のための簡易測定モデル(算出事例)

（事例１）医学系学会
開 催 期 日：２０１２年
開 催 都 市：横浜市
開 催 日 数：４日間

参加者：3,588名（海外2,223人）

※ 実例の国際会議をモデルに、基礎データに推計を加えた上で、地域別簡易測定モデルにより試算したもの。

経済波及効果、就業効果
：（全国）１０億７,７００万円、２３，９４０人・日
：（神奈川県）４億１，５００万円、１１，２５５人・日
：（横浜市）４億９００万円、１０，０７３人・日

基 礎 デ ー タ

地域別簡易測定
モデルで試算

試 算 結 果

（事例２）技術系年次例会
開 催 期 日：２０１２年
開 催 都 市：京都市
開 催 日 数：７日間

参加者：1,367名（海外959人）

経済波及効果、就業効果
：（全国）９億７,４００万円、２１，９８３人・日
：（京都府）４億１，５００万円、１１，３４７人・日
：（京都市）３億２，８００万円、９，１７４人・日

（事例３）科学系国際会議
開 催 期 日：２０１２年
開 催 都 市：奈良市
開 催 日 数：６日間

参加者：４０３名（海外２１８人）

経済波及効果、就業効果
：（全国）１億４,８００万円、３，４１７人・日
：（奈良県）５，１００万円、１，５７９人・日
：（奈良市）３，７００万円、１，２２９人・日

・経済波及効果の単位として、「全国」・「都道府県」・「国際会議観光都市」別に一括して算出可能
・算出対象の国際会議を「医学系、科学・自然・技術、その他」の３区分に細分化
・国際会議開催に伴う経済波及効果の算出例（以下）



MICEの意義・効果の啓蒙
メディア等を通じた広報
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取組
状況

○MICEの意義・効果の啓蒙や、より一層の誘致・開催のため、講演、新聞、web等を活用した広報を実施してきている

PR用画像・映像提供（JNTOサイト）

平成28年6月2日
日本経済新聞（5面）

平成28年03月10日
「ビジネス＋IT」トップページ
（ビジネスパーソン向けサイト）

2015年に開催された国際会議
の統計（ICCA）に関する記事の
掲載

観光庁職員によるMICEの意義・
日本のMICE市場に関する
インタビューのwebページ掲載

平成28年6月18日
Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合開催100日前ウィーク記念イベント＜講演会＞

観光庁職員によるMICEの意義・
日本のMICE政策に関する
講演の実施

JNTOがサイト上で提供する
MICE誘致・開催のための
プロモーションビデオ
（30秒、90秒、180秒版）

課題
認識

○ M/I/C/Eの意義・効果の啓蒙をしていくための、広報戦略の構築が必要
○ 行政事業レビューにおいても、MICEの意義・効果について、広く関係者に分かりやすく説明する広報活動を行って

いくことが必要と指摘されている

平成27年11月30日
MPIセミナー＜講演＞

平成28年1月
インバウンドフォーラム MICE市場説明会＜講演＞

JNTO職員による、ＪＮＴＯのMICE戦略や
取り組みに関する講演の実施
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○海外でも、MICE全体での市場規模を公表している

MICEの意義・効果の啓蒙
海外におけるMICE市場規模調査状況

調査（レポート）名 調査
対象国 公開年 調査機関 経済波及効果（直接＋間接）

／付加価値総額
対象会議／

準拠している基準
方法※

TSA/IO

１ The Economic Significance of Meetings to the 
U.S. Economy アメリカ 2012 CIC(Convention Industry 

Council)
7,700億米ドル／3,938億米ドル

（GDPの約2.3%）
M・I・C・E(一部)
/UNWTO TSA

２ The Economic impact of the UK Meeting & 
Event Industry イギリス 2013 MPI(Meeting Professionals 

International)
1,682億米ドル／766億米ドル

（GDPの約2.9%）
M・I・C・E(一部)
/UNWTO TSA

３
The Economic Contribution of Business 
Events in Canada(Canadian Economic Impact 
Study 3.0)

カナダ 2014 MPI 220億米ドル（直接のみ）
／208億米ドル （GDPの1.5%）

M・I・C・E(一部)
/UNWTO TSA

４ The Value of Business Events to Australia ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 2015 Business Events Council of 
Australia

210億米ドル※／175億米ドル
（GDPの約1.1%）

M・C（一部）
/独自基準 IO(/TSA?)

５ The Economic Contribution of Meeting 
Activity in Denmark デンマーク 2012 Visit Denmark 31億米ドル／23億米ドル

（※ともにGVA)
M・C
/UNWTO TSA

６ Business meetings in Holland
An analysis of the impact of the industry オランダ 2015 NBTC Holland Marketing 25億米ドル／19億米ドル

（GDPの約0.2%）
M・C（一部）
/独自基準 IO

７ The Economic Significance of Meetings to 
Mexico メキシコ 2011 PWC 324億米ドル／250億米ドル

（GDPの約2.1%）
M・I・C・E(一部)
/UNWTO TSA

８ Economic Impact of MICE in Thailand タイ 2015 Thailand Convention & 
Exhibition Bureau

64億米ドル／32億ドル
（GDPの0.8%）

M・I・C・E
/ICCA IO?

９ Study on the Economic MICE in Singapore ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2016 International Congress and 
Convention Association

382億米ドル／約272億米ドル
（GDPの約1%）

M・I・C・E
/ICCA IO?

10
An estimation of the contribution of the international 
meeting industry to the Korean national economy based 
on input–output analysis

韓国 2015 MICE statistics and 
information center

13億ドル／5.9億ドル
※直接効果＋間接一次効果のみ

M・C
/UIA IO

11
India as a Global Conventions Destination 
Prospects & Strategies An IIMB - ICPB 
Study

インド 2006頃 Indian Institute of 
Management Bangalore

ー／21億米ドル~36億米ドル
(GDPの1.4~2.4％)C / ICCA －

出典：NRI調査



37

○MICEはタイにとって、成長分野（他産業におけるGDPの伸びとMICEの付加価値の成長率の比較）

※VA = Value Added
出典：2016年4月 Economic IMPACT of MICE in Thailand（Thailand Convention and Exhibition Bureau）

MICEの意義・効果の啓蒙
海外におけるMICE市場規模調査状況（タイ）②



ＭＩＣＥの経済波及効果及び市場調査事業（ご報告）
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｢MICEの経済波及効果及び市場調査事業」

MICE開催による経済波及効果を調査・分析し、国内外にその結果を公表することで、その経済的重要性を明確にすることを
目的に実施。
今年度調査では、国際会議（C）の経済波及効果の算出を行うとともに、企業ミーティング（M）及びインセンティブツアー（I）の
算出手法の検討を行う。また、現在観光庁が使用している「MICE開催による経済波及効果測定のための簡易測定モデル」
へ応用できるモデルとする。
本調査を進める過程について、MICE国際競争力強化委員会経済波及効果算出に関する小委員会（別掲）の場で審議する。

「MICE国際競争力強化委員会第1回経済波及効果算出に関する小委員会」審議事項（報告）

開催日時：平成28年8月5日（金）14:00～16:00
開催場所：中央合同庁舎2号館16階国際会議室
出 席 者：別掲（10ページ）
（非公開）

【論点】
①「本調査で推計対象とする国際会議の定義」

経済波及効果の算出の対象とする“国際会議等”の範囲について、海外事例調査結果等を参考として検討した。

②調査手法及び推計モデルの検討
海外文献の調査結果（サンプル数、回収率）および調査項目等を参考として調査手法を審議した。

・調査主体（主催者、出展者、会議参加者）間の支出項目のダブルカウントの削除、回帰分析を利用した主催者費用の精緻化
・サンプル数は会議参加者3,000以上、出展者200～350程度、主催者100以上

③調査対象会議の選定
会議の開催テーマ、地理的バランス、調査の実行可能性を考慮して、調査対象会議について議論をした。

【委員からの意見】
・調査対象にする会議は、消費額が高いもの、低いものも調査し、消費単価の幅を把握しておくことが必要 等

（写真）MICE国際競争力強化委員会
第1回経済波及効果算出に関する

小委員会の様子



ＭＩＣＥの経済波及効果及び市場調査事業（参考資料）
小委員会で示された各論点に対する方向性

論点 小委員会で示された方向性

国際会議の定義 ICCA基準とJNTO基準に分けてそれぞれ算出する。

調査方法
（推計モデル）

国際的にはTSA（Tourism Satellite Account)手法を用いることが標準であるが、国内においてはI/O
（産業連関表)モデルが汎用性が高いため、両パターンを併せて算出する。

調査対象会議の選定 ICCA基準を満たしている会議を優先的に選定し、補完的にJNTO基準を満たす会議を選定する。

ICCA

JNTO

UNWTO

UIA

シンガポール
タイ
インド

韓国

アメリカ、カナダ
イギリス、デンマーク
メキシコ等

国
際
会
議

広
義
の
国
際
会
議

（
外
国
人
が
参
加
す
る
国
内
会
議
含
む
）

【参考資料①】国際会議等に関する基準と、各国の準拠基準

会
議
・
見
本
市
一
般

ICCA JNTO

主催者に関す
る基準

3ヵ国以上を
ローテーション
する国際機関

国際機関・国際団体
（各国支部を含むまた
は、国家機関・国内団
体（民間企業以外））

総参加者数 50人以上 50人以上

参加国 － 日本を含む3ヵ国以上

開催期間 定期的に開催 1日以上

日本の国際会
議開催件数

355件
(2015年)

2,590件
(2014年)

【参考資料②】国際会議の定義と定義に
則した場合の日本の国際会議開催件数

【参考資料③】TSAとI/O表による観光の経済効果の概念整理

TSA I/O表(産業連関表)

算出される「経済効果」 国内総生産 経済波及効果(2次効果含む）

国際比較性 等位比較可能 原データがTSAに基づいておりI/O表を同じ手法で活用して計算する場合のみ比較可能
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I/O表（産業連関表）による「経済波及効果」 とTSA（Tourism Satellite Account)で算出する「経済効果」の違い

I/O表による「経済波及効果」 TSAによる「経済効果」

各表の概要 産業ごとの生産・販売等の取引額を行列形式にした指標。
財・サービスといった産業ごとの生産構造（どの産業からど
れだけ原料等を入手し、賃金等を払っているか）、販売構
造（どの産業に向けて製品を販売しているか）をみることが
でき、経済構造の把握、生産波及効果の計算などに利用
される。

国民経済計算のサテライト勘定。観光の経済活動を経済
分析目的や政策目的のために中枢体系の経済活動量と
密接な関係を保ちながら別勘定として推計する勘定。

概念と特徴 逆行列係数表を用いることによって、生産波及効果を直接
効果、一次効果、二次効果（被雇用者の消費分等）も合わ
せて算出することができる。

すなわち、市場規模だけではなく、そこで消費されたお金
が他の産業の生産に及ぼす効果や、その産業に従事する
従業員が消費する効果等も含まれる。基本的に、どの分野
でどれだけ生産されたかという生産額の合計の概念である
ため、金額が相対的に大きい。

原則として観光客が支払った金額を元にした実消費ベース
の勘定。国内総生産（付加価値ベース）が算出される。

あくまで観光客が支払った額ベースの市場規模に基づく勘
定である。付加価値の概念であり、観光GDPを算出するた
めのものであるため、金額が相対的に小さい。

ＭＩＣＥの経済波及効果及び市場調査事業（産業連関表とTSA）
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「日本の顔」の育成（海外ネットワークの強化）

○ 国際団体の役員等に就任し、海外ネットワークを構築することは、MICEを誘致する上で重要。
○ 日本では、ICCA等の役員に就任し、日本のMICEのプレゼンス強化に貢献している例がある。

取組
状況

課題
認識

○ 国際団体等を通じた海外ネットワークの強化は、業界だけの活動ではなく、国・ＪＮＴＯ・コンベンションビューローも
協力してプレゼンスを高めていく必要がある。

President of the Conference 
Company South Africa ICCA President

2015 - 2017
CIC※(Convention Industry Council)
CMP試験問題作成委員

山本 牧子 氏 2012 - 現在
MPI※ Japan Chapter会長

2015 - 2017
ICCA Asia Pacific Chapter Executive 
Committee Deputy Chair/Treasurer

MPI Japan Chapterの会長として国際本部に大きな影響力を持つ。
2016年６月に米国で開催された「World Education Congress」
において、アジア初となるChair’s Award（会長賞）を授賞し、
MICEデスティネーションとしての日本のプレゼンス向上に貢献。
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CEO of GIS※ Group

Jason Yeh（台湾）

Nina Freysen-Pretorius（南アフリカ）

※MPI(Meeting Professionals International)
ミーティングやイベント等のMICEビジネスのプロフェッショナル集団が集まる世
界最大級の国際非営利団体

※ ICCA(International Congress and Convention Association) 
国際会議に係る業界関係者の知識と人脈を構築し、世界各国で国際会議
を開催するための情報交換を目的とする国際非営利団体

2013 - 現在
IAPCO（国際PCO協会）カウンシルメンバー

野村 佳世 氏
株式会社コングレ
国際会議チーフディレクター

IAPCOのアジア初のカウンシル・メンバーとして2013年の就任以
来、世界のPCO団体と日本のコンベンション関係組織との連携強化
のため活動を展開。2018年のIAPCO年次総会の日本誘致実現に貢
献した。

※IAPCO(The International Association of Professional Congress Organisers)
世界41ヶ国120社の会議運営会社（PCO）が加盟する国際組織。IAPCO加盟メン
バーは世界各地で開かれるMICEの開催都市決定に大きな決定権を持つ。

The Chair of ICCA Asia Pacific Chapter

※Global Initiatives Symposium in Taiwan
台湾において会議・インセンティブ・イベント・展示会の運営、通訳や機材の手配等の業
務を行うPCO企業。

西本 恵子 氏

日本コンベンションサービス
MICE都市研究所主任研究員

ICCAのボードメンバーとして、海外MICE業界に強いネットワーク
を持つ。また、CMP試験問題作成員・国際標準検討委員として、
CICにおいても大きな役割を果たしている。

※CIC(The Convention Industry Council)
世界におけるMICEの動向等について情報交換を行うための国際フォーラム等を開
催することを目的に設立された国際非営利団体。

CIC※(Convention Industry Council)
CMP試験問題作成委員(2015-）
CMP国際標準検討委員(2016-2020）

2015 - 2017
ICCA Asia Pacific Chapter Executive 
Committee Deputy Chair/Treasurer



政府の横断的体制の構築・在外公館や関係府省との連携①

国際会議招請レター発出実績（平成23年度～平成27年度）
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○ 関係府省が発出する会議招請レターは国がその会議を支援していることをＰＲするもので、国際会議誘致の有効手段
○ これまで、誘致しようとする国際会議に関係する分野の関係省庁とともに招請レターを発出してきている

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 合 計

内閣総理大臣 2 0 2 2 0 6

国土交通大臣 3 6 3 4 2 18

観光庁長官 13 11 15 17 13 69

厚生労働大臣 5 3 3 7 5 23

文部科学大臣 0 2 1 6 3 12

経済産業大臣 0 1 0 2 1 4

外務大臣 0 0 0 2 0 2

財務大臣 0 0 0 1 0 1

農林水産大臣 0 0 1 0 1 2

総務大臣 0 0 0 0 1 1

金融担当大臣 0 0 0 0 1 1

金融庁長官 0 0 0 0 1 1

合 計 23 23 25 41 28 140

アジア・大洋州諸国における分野別国際会議開催の割合
（平成23年度～平成27年度）

科学
技術
医学
美術、文化・創造、教育、
スポーツレジャー

農業、建築、商業、運輸・通信

地理、図書館学、数学・統計
生態・環境、歴史科学、語学、文学
経済学、一般、産業、法律、管理、
安全保障、社会科学

◆主な国際会議分野 ※ＩＣＣＡ国際会議等計の国際会議分野

出典 ICCA Association Database

14% 16% 15% 16% 15%

18% 17% 19% 17% 19%

16% 16% 15% 16% 17%

12% 11% 11% 11% 11%

11% 10% 11% 11% 10%
2% 3% 3% 3% 3%
5% 5% 5% 5% 5%

22% 22% 22% 22% 21%
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100%

2011 2012 2013 2014 2015

（％）

取組
状況

課題
認識

○ 国際会議の分野は多岐にわたり、各省庁を巻き込んで協力してもらうことが必要であり、国際会議誘致の司令塔
としての積極的な働きかけが必要



政府の横断的体制の構築・在外公館や関係府省との連携②

「第23回世界神経学会議」誘致に係る連携事例

「第１４回世界音楽療法大会」
日 時：２０１４年７月８日
場 所：オーストリア・クレムス
内 容：「第15回世界音楽療法大会」の日本誘致
対 象：音楽療法学会国際本部理事会

在オーストリア日本国大使館全権大使が「第２３回世界神経学会議」の日本誘致に係るロビー活動実施

外務省を通じ、在オーストリア日本国大使館へ協力を呼びかけ
ウィーンでの開催地決定投票前日に「Japan Night」を開催し、竹歳誠・特命全権大使が来賓挨拶。
会議開催に係る国の支援体制をＰＲ。

日本開催が決定（２０１７年７月茨城県つくば市）

竹歳誠在オーストリア特命全権大使
によるプレゼンテーション
（日本政府観光局報道発表資料）

ウィーンで行われた「Japan Night」で挨拶する
竹歳誠・在オーストリア特命全権大使

日本開催が決定（２０１７年９月京都府京都市）
日 時：２０１３年９月２２日
場 所：オーストリア・ウィーン

「第15回世界音楽療法大会」誘致に係る連携事例

在オーストリア日本国大使館全権大使が、「第１５回世界音楽療法大会」の日本誘致プレゼンを実施。
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○政府要人による各国キーパーソンへの働きかけは国際会議誘致の有効な手段であるが、最近の連携事例は２例のみ
取組
状況

課題
認識

○ 国際会議誘致のため、在外公館を巻き込んで協力してもらうことが必要であり、国際会議誘致の司令塔としての
積極的な働きかけが必要



MICE相談窓口の設置
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地方自治体

コンベンションビューロー

大学関係者

民間事業者

一般者

観光庁
03-5253-8938

jp-mice@mlit.go.jp

ＪＮＴＯ
03-3216-2905

convention@jnto.go.jp

・2020年以降のMICEの展望について
・MICE事業の今後の可能性について
・MICE施設開発の動向について
・日本のMICE受け入れ体制について

ＭＩＣＥ相談窓口

これまでの主な問合せは一般者からのＭＩＣＥの一般的な内容

○MICEの誘致・開催について十分な情報や経験・ノウハウのない地方都市等におけるMICE関連活動を支援するため、
２０１３年７月、観光庁及びJNTOコンベンション誘致部に「MICE相談窓口」を設置し、観光庁ＨＰで窓口連絡先を公表

ＭＩＣＥ相談窓口の運用状況

ＭＩＣＥ相談窓口の周知

２０１３年７月「ＭＩＣＥ相談窓口」設置時にプレスリリースで対外的に発表
して以降、窓口連絡先は観光庁ＨＰで公表している

取組
状況

課題
認識

○ MICE関係者をサポートする体制としては相談窓口の設置のみならず、①案件を持つ大学の先生が、誰がどういう
サポートをしているか知らないケース、②国際会議の案件を持つ大学の先生にアプローチできていないケースがあ
る現状に鑑み、 ①JNTOやCBがM＆I及びCを中心に我が国に誘致するための司令塔としての体制強化、②案件

を持つ 先生への的確なアプローチを行う体制にすることが必要
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成長分野をターゲットとしたＭＩＣＥ誘致・開催に向けた連携

アジア・大洋州主要国における分野別国際会議の
開催件数推移（技術系・科学系・医学系）2006-2015

日本における分野別国際会議の開催件数推移
（技術系・科学系・医学系）2006-2015

「日本が優位性を有し、更なる発展が期待される科学、技術、医学分野を重点分野とし、当該分野に関する国際会議の誘致
に集中的に取り組む。」（観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１５）
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技術系

医学系

科学系

1.52倍増

1.34倍増

1.47倍増

1.01倍増

1.28倍増

1.04倍増

技術系

医学系

科学系

増加傾向
横ばい

出典：ICCA国際会議統計を基に観光庁作成

※「ICCA2015 World ranking: number of meetings per country」にランク
するアジア・大洋州諸国の、各年の分野別開催件数の合計をグラフ化

出典：ICCA国際会議統計を基に観光庁作成
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（件） （件）

※

○MICE誘致のために各種施策を講じているが、日本の成長分野※に関連する国際会議の開催件数でみると、アジア・大洋州主要国では
著しく増加傾向にあるが、日本での同種会議の開催件数は横ばいが続いている

取組
状況

課題
認識

○ 国際会議開催件数を伸ばすためには、成長トレンドとなっている分野の国際会議を誘致することが有効であり、
それらの国際会議の誘致促進のためには、国際会議の誘致戦略や誘致に伴う体制強化（予算・人員・専門ノウハ
ウ）が必要ではないか



MICE政策に対する今後の論点（本日の資料を踏まえた事務局案）

＜MICE全体＞

• 「明日の日本を支える観光ビジョン」で示した目標を達成するために、MICEも重要な役割を果たす。MICE産業を
重要なセクターとして認知してもらうためには、どのような打ち出しが効果的か

• JNTOやCBがMICE分野の司令塔として、MICE推進にあたってのイニシアティブをどのように発揮していくべきか

－国レベルでの誘致の司令塔になるには、どのような取り組みを充実させるべきか（JNTO）
－ローカルレベルでの誘致の司令塔になるには、どのような取り組みを充実させるべきか（コンベンションビューロー）

＜C＞

（観光庁）

• 政府レベルの支援として何が期待されているか。在外公館と、どのような連携策が効果的か

• どのような取り組みをしている自治体やコンベンションビューローを重点的に支援していくべきか

（JNTO、コンベンションビューロー）

• 国際会議誘致のための体制・ノウハウを充実させていくために、どのような取り組みをすべきか

＜M＆I＞
• M＆Iについて、本格的な市場調査がされておらず、世界の市場動向の調査が必要ではないか

• 世界の市場動向調査を踏まえた、我が国のM＆Iに対する戦略の構築が必要ではないか

• 戦略を実行に移すためには何が必要か。JNTOやコンベンションビューローの体制・ノウハウは十分か

＜E＞

• インバウンド拡大に資するものとして、どんな取り組みが必要であるか

– エクスカーション、テクニカルビジットとの組み合わせ、展示会の国際化、ユニークベニューの活用 等

※M&I、Eについての詳細な議論は来年度実施予定
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都市・コンベンションビューロー

国・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

宿泊事業者
（ホテル等）

学会・協会等
国内主催者

国際会議場
ユニーク
ベニュー

国際本部

運輸事業者
会議運営事業者

（ＰＣＯ）

ＤＭＣ・旅行業者

開催地選定立候補

展示会・イベント
事業者

国際会議の誘致・開催に関わるプレイヤーの相関図
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学会・協会等
国内主催者

国際本部

開催地選定
立候補

国際会議の誘致・開催に関わるプレイヤーの役割分担（事務局案）

MICE政策全体の戦略策定
・ 予算確保 ・ 関係省庁連携 ・ 啓蒙普及
・ 都市レベルでの競争力強化（グローバルMICE都市に対する支援、都市・コンベンションビュー

ローに対する行動指針の提示、ユニークベニュー等）

情報収集
日本全体のMICE司令塔

• 日本全体のプロモーション

• ブランドプロモーション

• 情報収集

• 統計分析・市場分析

• 専門ノウハウ構築に係る
人材育成

• MICEの広報

• 啓蒙普及

国

助言

宿泊事業者
（ホテル等）

国際会議場

ユニーク
ベニュー

運輸事業者 会議運営事業者（ＰＣＯ）

ＤＭＣ・旅行業者

展示会・イベント事業者

都市・コンベンションビューロー

MICEマーケティングの司令塔
・ 全体統括、戦略策定 ・ 受入環境整備
・ 関係者連携 ・ 個別誘致案件
・ プロモーション ・ 統計分析・市場分析

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）情報収集
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