
第６回MICE国際競争力強化委員会
説明資料

201７年２月1日

観光庁国際観光課MICE推進室

資料４



MICE国際競争力強化委員会/小委員会 ＜予定・議題案＞

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12月19日）
・経済波及効果算出に関する状況報告 他

第3回（2017年3月16日）
・経済波及効果算出に関する最終報告（案）について

第6回（2017年2月1日）
・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）

・経済波及効果算出に関する状況等報告

第7回（2017年3月下旬）

・国際会議の課題及び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

２９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年度）
・M,I.Eも含めた今後のMICE政策について取りまとめ（2017年6月頃）
・MICE市場規模の把握
・MICEの目標値

報告

報告

報告

（１月～３月 次年度調査の事業者選考）
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「関係府省MICE支援アクションプラン」（仮称）策定（2017年6月頃）
・重点分野のキーパーソンに対する戦略的なアプローチ
・公的施設の活用やMICE向け体験プログラム等のMICE向けコン

テンツの情報発信
・政府レベルのMICE啓蒙・普及の実施 等

「MICE推進関係府省連絡会議」で策定予定。
★ MICE国際競争力強化委員会と連携



◆各MICEプレイヤー（ホテル、ＰＣＯ、旅行事業者、運輸事業者等）の課題

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

3

指摘事項に対する振り返り

：前回の委員会でのレビュー事項：今回の委員会でのレビュー事項



１． 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

①ユニークベニューの開発・利用促進

②MICEにおける出入国手続の迅速化・円滑化

③研究者等のMICE誘致環境の改善

④MICEアンバサダープログラムの導入

⑤日本の新しいMICEブランドの構築・強化/日本の新しいMICEブランドの構築・強化

⑥各MICEプレイヤーの取組状況

⑦MICE全体に共通する課題の抽出について（依頼）

２． 第２回経済波及効果算出に関する小委員会ご報告
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１．①ユニークベニューの開発・利用促進（これまでの取組）

【ユニークベニューとは】
○ 国際会議等の開催に際し、博物館や美術館、歴史的建造物、世界遺産などをレセプション会場、イベント会場として使用する

ケースが増えている。このように特別に開放された会場を「ユニークベニュー」 （Unique Venue ： 特別な場所）という。
○ ユニークベニューでのイベントは、話題を呼ぶとともに参加者に文化や歴史的な体験を提供する機会を与え、MICEの成功と

開催地を強く印象づけることができる。

モデルイベントの開催モデルイベントの開催

小倉城天守閣前広場（北九州市）

ユニークベニュー ベストプラクティス集ユニークベニュー ベストプラクティス集
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ユニークベニューホームページユニークベニューホームページ

２０１５年３月
ユニークベニュー候補施設をリスト化

観光庁ホームページに英語と日本語で掲載。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/zhtw/shisaku/koku
sai/page07_000006.html

２０１７年1月現在 掲載施設数 ９８施設

２０１５年３月
「ユニークベニューベストプラクティス集」の作成

１０件のユニークベニュー活用事例の紹介
ユニークベニューの意義やメリットの紹介
ユニークベニュー利用に係る法的手続き、許可申請等
ユニークベニュー開発ノウハウの提供

・施設、コンベンションビューロー、会議運営会社等に送付
・観光庁及びJNTOのホームページで掲載

２０１５年３月
ＩＣＩＡＥ２０１５ Ｅｘｔｒa Ｐａｒｔｙ

アフターコンベンションとして小倉城で花見パー
ティ開催。祇園太鼓など地元ならではの演出や
天守閣の貸切見学等を実施。
開催後の参加者アンケートでは、94.1％が会場
への再来訪を希望。
開放施設側にとっても、ユニークベニューの開放
がメリットとなることを啓蒙する結果となった。

＜これまでの取組＞



申請応募条件(抜粋)

会議名：5th International Congress on Advanced Applied Informatics
開催日時：2016 年7 月11 日（月）19:00～20:30
参加者数：400人（外国人参加者125人）
ユニークベニュー施設：桜の馬場 城彩苑 親水広場（熊本市）
申請額：988,600円
特記事項：バンド演奏、オリジナル飲食を提供し特別感を演出。日本文化に触れ回遊できる施設。隣
接する熊本城（一部除き再開）や近くの商店街・飲食店との連携による波及効果が見られた。

採択案件例：IIAI AAI 2016 桜の馬場「城彩苑」ナイトバンケット

事業概要
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取組
状況

○ コンベンションビューロー、PCO、自治体等におけるユニークベニューの認知度、重要性の理解度は上がってきている。

○ 平成28年度は「MICEの誘致拡大に向けたユニークベニュー活用促進事業」を実施。計14件の応募があり、選定委員会を通し9案件採択。

ユニークベニュー利用後に行った利用者と施設側へのアンケート調査等を通じ、開放や利用に際しての課題、ユニークベニュー施設のあり

方などを抽出し、制度運用上の課題・対策について検討を進めている。

日本で手配を担当する旅行会社の声

主催者にユニークベニューを案内しても、
「一部のエリアでしか飲食が許可されな
い」、「開催時間の制約がある」といった制
限により、思い描いているイベントが出来
ないことがわかり、結果的に、日本の雰囲
気を感じることが可能な、庭園がある会
議・宿泊施設などの通常利用になる。

１．①ユニークベニューの開発・利用促進 （平成28年度活用促進事業）

国内で開催される国際会議、ミーティング又はインセンティブ旅行で、施設側が想定している利用目的の範疇を越え、レセプションや会議等を開
催する場合に、その開催費用の支援(上限100万円)を行う。当該施設をユニークベニューとして利用促進し、利用の意義について周知を図る。

平成28年度内に日本国内で開催され、下記条件を満たす、国際会議やミーティング、インセンティブ旅行であること
また、いずれの場合も指定のアンケート調査票を参加者に配布・回収し、事務局へ提出が可能であること
■国際会議・ミーティング：参加者が50人以上(内、日本国外からの参加者比率が2割以上)、参加国が日本を含む3カ国以上、開催日程が1日以上
■インセンティブ旅行：参加者が50人以上(内、日本国外からの参加者比率が9割以上）、日本での滞在日程が2日以上

ユニークベニュー活用推進セミナー （大阪会場：平成29年2月13日 ジーライオンミュージアム、東京会場：2月15日 東京国立博物館） （予定）

● コンベンションビューロー、施設管理者、自治体、会議運営事業者、旅行業者等を対象にセミナーを実施予定。
● 海外の先進的なユニークベニュー活用事例に加え、国内における活用事例について開放に至った経緯や工夫等を紹介し、普及・啓発を図る。



フランス パリ・オペラ座
１８７５年に完成したガルニエ宮の通称で、
世界の歌劇場の頂点にあるネオ・バロック
様式の歴史的建造物。
●貸出時間：オペラ開催時以外
●貸出料金(一例)：１日約５００万円
●年間貸出件数：約７０件
●収容人数：最大約４００名
●貸出による年間総収入：不明

日本 東京国立博物館
明治５年に創立された、日本で最も歴史の
ある博物館。庭園内には江戸時代のお茶
室などさまざまな様式の建築物が点在。
●貸出時間： 閉館後(１７：３０～２４：００)
●貸出料金（一例）：約１５０万円
●年間貸出件数：約１０件
●収容人数：最大約３００名
●貸出による年間総収入：約１,２００万円

オペラ座 通常時 オペラ座 イベント開催時

東京国立博物館
通常時

東京国立博物館
イベント開催時
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１．①ユニークベニューの開発・利用促進（事例比較）



１．①ユニークベニューの開発・利用促進（MICE誘致アンバサダーアンケート）

○国際会議誘致に向けて、ユニークベニューの提供は重要な位置づけとなっている。

国際会議の誘致・開催に向けたJNTO/ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰの関わりについて 国際会議誘致活動を優位に進めるために追加で必要な情報
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22%

11%

6%

28%

44%

11%

78% 78%

67%

50%

33% 33% 33%

22%
17%

N=18 N=18

（出典） MICE誘致アンバサダーアンケート結果（2016年8月~9月実施）
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

時間外利用 飲食制限 受入可能人数 展示品保護規約 設備不備 消防法等

ユニークベニュー利用の際の施設の対応状況 施設から断られた理由

42%

19%

40%

断られたケースがある 断られたケースはない 把握していない
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N=48 N=20

１．①ユニークベニューの開発・利用促進（PCO・CBアンケート）

その他に、貸し切り不可、条例上の制限、施設の利用目的に反
しているといった回答があった

○ユニークベニュー利用拡大に向けて、利用者へのベニュー例示、施設側への規制緩和、ベニューを増やすことが必要と捉えられている。

○ユニークベニューを増やすためには、施設側に国内外事情を説明、コンベンションビューローが調整役になることが効果的と考えられている。

美術館、博物館、水族館、
歴史的建造物、神社、公園、
文化体験施設、展望台等から
断られたケースがある

ユニークベニュー利用拡大に向けた必要な取り組み（複数回答） ユニークベニュー開発に向けた効果的な方法（2つまで回答）
※左でベニューを増やす（ユニークベニューとして活用できる施設を地域内に増やす）と
回答した人対象

52%

75%

38%

17%

52%

0%

68%

28%

64%

16% 16%

N=48 N=25



１．①ユニークベニューの開発・利用促進（課題認識及びH29年度活用促進事業）

ユニークベニュー普及啓発のための実証事業

ユニークベニューを日本に定着させるため、コンベンションビューロー等と連携し、開催実績を重ね、
施設側・利用者側の双方に対し利用ノウハウ及び認知向上を図り、開催モデルの開発を進めることが必要

「アクションプログラム2016」において「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」「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」を掲げている。

課題
認識

○各地域の施設等をユニークベニューとしてMICEに活用するには、MICEにおける都市の司令塔であるコンベンションビューローの
ノウハウの蓄積や調整能力が求められるところ、主催者や施設側に対して利用情報や利用時の調整、活用に係るノウハウの提供
が進んでなく結果、開発・利用に繋がっていない状況が見受けられることからコンベンションビューローと連携した取組が必要。

○上記を踏まえると、観光庁では、これまでガイドブック作成や実証支援を実施しているが、都市の司令塔であるコンベンション
ビューロー等との連携した取組があまり行われていないまま取組が実施されていたことからコンベンションビューローと連携し
た取組による強化が必要。

○利用時における課題点の解決に対する施設側の情報やノウハウ不足により、施設利用があまり進んでいない。
○欧州や近隣のアジア競合国と比べ、運営会社及び施設側がユニークベニューの利用に対する魅力やメリットへの理解・周知の
不足により、施設利用が進んでいない。

ユニークベニュー利用促進のため、MICE主催者に対し
ユニークベニュー利用にかかる費用を一部負担すると
ともにCB等と連携し施設開放に係る課題の解決を図る

・ユニークベニュー利用後、利用者と施設側双方に
アンケート調査

・開放や利用に際しての課題や、ユニークベニュー
施設のあり方などを抽出

・開放や利用に際する課題等に対する海外の有識者
によるコンサルを導入し海外の視点・意見を反映

・各施設関係者や運営会社等を対象としたセミナー
を実施し利用促進をPR

実績を重ねることにより、
施設側でもノウハウが蓄積され、利用者
にとって利便性が向上

・利用者・施設側にとって、利用・
開放のハードルが低下することで、
「ユニークベニュー」が定着

・海外からの参加者を日本に呼び込む
強力なコンテンツとして日本のユニ
ークベニューを確立
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ユニークベニュー利用促進のため、
MICE主催者に対し、ユニークベニュー
利用にかかる費用を一部負担

・ユニークベニュー利用後、利用者
と施設側双方にアンケート調査

・開放や利用に際しての課題や、
ユニークベニュー施設のあり方
などを抽出

H28年度
利用促進

H29年度
利用促進＋課題解決を目指す



１．②MICEにおける出入国手続きの迅速化・円滑化

取組
状況

○平成28年3月30日より成田空港と関西空港にて我が国初のファーストレーン（FL）の設置・運用を開始した。
○MICEのうち一定の要件を満たす国際会議参加者（訪日外国人）を対象にFLの利用が可能となり、空港で入国審査

にかかる待ち時間の大幅な短縮が実現した。

概 要

利用状況 （運用開始～１２月末現在速報値）

国際会議の利用者数 ２０４人
（利用された国際会議件数 １２件）

国際会議の要件

①主催者：「国際機関・団体」又は「国家機関・国内団体」
②参加者総数：300名以上
③参加国：日本を含む３カ国以上
④開催期間：１日以上

利用方法

①利用クーポン発行（申請時） ②クーポン利用（レーン入口到着時）

課題
認識

○国内の誘致・開催に関わる関係者、海外の国際会議主催者や利用者への利用促進を図ることが必要。

申請主体：日本コンベンション協会及び日本コングレス・コンベンションビューローのPCO会員
運用方法：PCOより空港会社へ利用クーポンの申請を行い、利用者は交付されたQRクーポンを印刷又は持参してレーンを通過
※なお本制度利用対象者には、他に重要ビジネス客（CIP)も含まれる。
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「QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です」
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16%

4%

4%

16%

41%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

分からない

立候補/協力したくない

どちらかといえば立候補/協力したく…

どちらかといえば立候補/協力したい

立候補/協力したい

１．③研究者等のMICE誘致環境の改善

○大学の教員は、学会を誘致したいと思うものの、“ヒト”、“カネ”のリソース不足で積極的に誘致できていない。加えて、自治体やコンベンションビューロー
が、域内の大学・研究機関と十分に連携できていない。

○学会への誘致力強化のため、政府・自治体に対し、誘致・開催に係るノウハウの提供や助成金の情報提供が期待されている。

出典：地域の特性を活かしたMICEのあり方に関する報告書

誘致活動への立候補/協力の意思～大学教員、研究者意見～

国際会議誘致における課題～大学教員、研究者意見～

国内学会の誘致力強化にむけ、観光庁・コンベンションビューロー・JNTO・自治体に対して期待すること～MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダー意見～

6%
27%

18%
24%
24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

学会事務局に対する誘致・開催ノウハウを伝えるセミナー・トレーニングの実施

学会関係者に対する誘致・開催ノウハウを伝えるセミナー・トレーニングの実施

CBの支援メニューの紹介

他の学会の成功事例等の情報交換の場の提供

自治体からの助成金の提供 N=33

(出典)MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダーへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）

（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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自治体・コンベンションビューローの連携状況
～自治体・コンベンションビューローへのアンケート～

○コンベンションビューローが、研究機関等の意向やニーズを集約・
調整し、国際会議誘致実現にむけ先導役を担う体制が望ましいが、
十分に連携できていないケースが半数を占めており、現状は教員や
研究者が単体で誘致・開催を行っている。



10%

18%

13%

49%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

大部分を作成している

一部分を作成している

アドバイスのみ行う

関与していない

その他

24%

13%

45%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学会側が主導しているため

一部のコンテンツは作成できないため

リソースが足りないため

その他

44%
9%

23%
5%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

学会側が全面的に管理

PCOが全面的に管理

学会側が主管理、JNTO・CB・PCO等がアドバイス

JNTO/CBが全面的に管理

案件により管理主体は変わる

１．③研究者等のMICE誘致環境の改善
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国際会議誘致に係る作業全般への対応について
～MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダー意見～

○学会、コンベンションビューロー及びＰＣＯの中では国際会議誘致のための準備作業においては学会側が全面的に管理しているケースが多い。
○本来、ビッドペーパー作成等はノウハウを持つコンベンションビューローが関与することが望ましいがコンベンションビューローはマンパワーやノウハウ

不足のため、関与していないケースも多い。これらの理由としては組織内の短期人事異動サイクルや予算状況等が影響しているものとみられる。

国際会議誘致のためのコンベンションビューローによるビッドペーパーの作成状況
～コンベンションビューロー意見～

ビッドペーパーの全てを作成していない理由
～コンベンションビューロー意見～

N=39

N=43

N=38

(出典)コンベンションビューロー及びMICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダーへのアンケート結果
（2016年8月~9月実施）

ビッドペーパーの作成に望まれるサポート体制について
～MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダー意見～

41%

24%

29%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

現状で問題ない

もうすこしアドバイスが欲しい

学会しか記載できない部分以外は

CBに作成して欲しい

その他

N=17

課題
認識

○国際会議誘致に向けて、ベストプラクティスの提供等により研修者等へのノウハウの共有が必要。
○研究者等への対応についてJNTOがコンベンションビューローに代わり対応している状況が見受けられることから、コンベンシン

ビューローに対するノウハウの提供等により蓄積することが必要。

(出典)MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダーへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）

(出典)コンベンションビューローへのアンケート結果（2016年8月~9月実施） (出典)コンベンションビューローへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）



１．④MICEアンバサダープログラムの導入

MICE誘致アンバサダープログラム目的

・国際会議の誘致活動をしている主催者(学会等)に対しJNTOが誘致活動支援を行い、日本での国際会議開催件数の増加を目指す
・国内外にMICE開催国としての日本を広めるためアンバサダーが「日本の顔」として広報活動を行う

MICE誘致アンバサダープログラム イメージ

１．JNTOによる
支援メニュー提

供

３．アンバサダーに
よる広報活動

２．JNTOによるアンバ
サダー同士の情報共有

の場提供

１．JNTOによる国際会議誘致活動への支援メニューの提供

国際会議誘致の各段階ごとに支援メニューを提供
＜アンバサダーへの支援メニュー例＞
【立候補】・立候補書類（ビッド）作成支援
【誘致活動】 ・プレゼンテーションスキルアップ指導

・プレゼンテーション資料作成支援
＜アンバサダー誘致会議への支援メニュー例＞
・開催地決定権のあるキーパーソンの来日視察支援
・開催地決定権者が集まる会議での日本プロモーション

ブースの出展支援やジャパンナイトの開催支援

３．広報活動

・国内広報として、自治体や地域の方々に国際会議開催の意義の理解と協力を
得るための活動
例)MICE関連雑誌やアンバサダー専用サイト等で活動内容を発信

・海外広報として、日本の国際会議開催国としての良さをアピールするための活
動
例)海外の会議参加時や国際交流の機会に日本の魅力をPR

２．JNTOによるアンバサダー同士のネットワーク形成支援

・アンバサダー誘致案件を一過性で終わらせることなく、次の国際会議につなげ
るため、アンバサダーの方々の交流会を実施
例)JNTO主催で年2回 アンバサダーの集いを開催

MICE誘致アンバサダープログラム 詳細

アンバサダー変遷
プレゼンテーションスキルアップ指導

・2013年（8名認定）
MICEアンバサダープログラム開始

・2014年（5名認定）
・2015年（16名認定）

MICE 誘致アンバサダープログラム開始
※従来のMICEアンバサダープログラムか

らの変更点
・採択回数の変更：
年1回→年2回
・対象者の変更：
具体的な国際会議の日本への誘致案件

がある又は近々誘致する予定がある方を特
に対象とした。
・2016年上期(10名認定)

国
際
会
議
誘
致
に
向
け
た
支
援

ア
ン
バ
サ
ダ
ー
に
よ
る
活
動 14



１．④MICEアンバサダープログラムの導入（参考：ＭＩＣＥアンバサダー・ＭＩＣＥ誘致アンバサダー）

M
IC

E

ア
ン
バ
サ
ダ
ー

25
年
度
認
定

池田 康夫 早稲田大学特命教授 （2011年国際血栓止血学会を成功裏に開催）

大西 隆 内閣府日本学術会議 会長

長村 義之 国際医療福祉大学大学院 教授 （2016年国際細胞学会の誘致に成功）

木村 正 大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室 教授

小宮山 宏 株式会社三菱総合研究所 理事長 / 東京大学 総長顧問 （前東京大学 総長）

水澤 英洋 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター理事長・総長 （2017年世界神経学会議の誘致に成功）

宮澤 陽夫 東北大学未来科学技術共同研究センター プロジェクトリーダー・教授 （2015年第12回アジア栄養学会議、 2021年第22回国際栄養学会議の誘致に成功）

山谷 泰賀 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 計測・線量評価部 チームリーダー

26
年
度
認
定

淺間 一 東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻教授

栗原 祐司 東京国立博物館総務部長（2019年第25回世界博物館大会の誘致に成功）

陳 隆明 兵庫県立リハビリテーション中央病院参事兼ロボットリハビリテーションセンター長・リハビリテーション科部長（2019年国際義肢装具協会世界大会の誘致に成功）

原科 幸彦 千葉商科大学 政策情報学部 学部長・教授 （2016年国際影響評価学会世界大会の誘致に成功）

福山 秀直 京都大学学際融合教育研究推進センター 特任教授

M
IC

E

誘
致
ア
ン
バ
サ
ダ
ー

27
年
度
上
期
認
定

井佐原 均 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 教授

尾知 博 九州工業大学 情報工学研究院 教授

齋藤 滋 富山大学大学院医学薬学研究部 産科婦人科 教授

坂井 信幸 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科部長、脳卒中センター長

笹木 圭子 九州大学 工学研究院 教授

田中 達也 国際抗てんかん連盟 副理事長、やまびこ医療福祉センター 名誉院長

田中 守 慶應義塾大学医学部 産婦人科 教授

馬場 一憲 埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療セ ンター 教授

27
年
度
下
期
認
定

前林 義明 公益社団法人 日本アクチュアリー会 Next Generation WG座長

山岡 哲二 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 部長

松尾 徳朗 公立大学法人 首都大学東京産業技術大学院大学 教授

嘉山 孝正 山形大学医学部先進がん医学講座特任教授、日本脳神経 外科学会理事長

目黒 公郎 東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター教授・センター長

須佐美隆史 東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 准教授

中埜 良昭 東京大学生産技術研究所 教授

絹谷 清剛 金沢大学医薬保健研究域医学系 教授

28
年
度
上
期
認
定

家 正則 国立天文台 TMT推進室 名誉教授 / TMT International Observatory TMT Japan Representative

伊藤 裕 慶応義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 教授

井上 弘士 九州大学大学院システム情報科学研究院 教授

Carninci, Piero 国立研究開発法人理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター 機能性ゲノム解析部門副センター長・部門長

北村 喜文 東北大学 電気通信研究所 教授

小林 一哉 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 教授

竹谷内 啓介 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会会長、東京カイロプラクティック院長

藤原 卓 長崎大学医歯薬学総合研究科 小児歯科学分野 教授

山岨 達也 東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻 感覚運動機能講座 耳鼻咽喉科学分野 教授

吉田 和哉 東北大学大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 / 極限ロボティクス国際研究センター センター長

＜MICEアンバサダーの先生＞

15
平成２９年１月現在



38%

56%

6%

内容は充実している

役立つが他のプログラムも欲しい

大幅な変更が必要

１．④MICEアンバサダープログラムの導入（現状の評価）
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○アンバサダーからは、プログラムの支援メニューを評価する声がある一方、支援メニューの充実やプログラムの周知徹底を望む意見が見られる。
○コンベンションビューロー・PCOからは、プログラムが周知されていないために、推薦の検討につながっていないという意見がある。

プログラム支援内容への満足度について
～MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダー意見～

N=16

アンバサダープログラムの関係者への紹介について
～MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダー意見～

13%

21%

42%

8%

4%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

アンバサダー候補者をJNTO・CB・PCOへ紹介し

た

新規国際会議をJNTO・CB・PCOへ紹介した

学会関係者にアンバサダープログラムを紹介した

大学関係者にアンバサダープログラムを紹介した

自治体・CB・PCO等にアンバサダープログラムを

紹介した

紹介していない

N=24

アンバサダープログラムの内容について～コンベンションビューロー意見～

24%

9%

7%

33%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

内容が充実しており国際会議誘致に役立つ

内容は役立つが他のプログラムの充実も希望

内容を大きく改善させる必要がある

プログラムをよく知らない

その他

N=46

MICE誘致アンバサダーの推薦状況について
～コンベンションビューロー意見～

15%

33%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

推薦したことがある

検討したことはあるが推薦したこ

とは無い

推薦の検討もしたことは無い

N=36

課題
認識

○短期人事異動等によりコンベンションビューロー職員間での共有不足が発生し、結果アンバサダプログラムに対する認知度が低い。
○アンバサダープログラムを利用する先生方に対し、要望の高い提案型支援メニューの提供、ベストプラクティス等の活用による支援

メニューの周知徹底を行い満足度を上げることが必要。
○JNTOＷＥＢサイト拡充や観光庁/JNTOの各種セミナー・イベントを利用し、コンベンションビューロー/PCOへ周知の強化を行うことが必要。

（出典）MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダーへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）（出典）MICEアンバサダー/MICE誘致アンバサダーへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）

(出典)コンベンションビューローへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）(出典)コンベンションビューロー/PCOへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）

＜アンバサダーの声 ～アンケート個別記述の抜粋～
・どのタイミングでどのようなサポートを受けることができるのか不明瞭
・タイムスケジュール管理をしてほしい
・マンパワー的な支援が欲しい。（スケジュール管理から、会場・予算等の管理までの
具体的な段取りの実務）
・支援策を十分に機能させるために、もっと積極的な提案がほしい
・公的な金銭補助の提示が欲しい。経済支援の相談をしたい。



１．④MICEアンバサダープログラムの導入(参考：海外のアンバサダープログラム）

17

海外の競合都市が支援するアンバサダー制度

○アンバサダープログラムには二つの側面がある。
○国際会議を自国へ誘致するために関係者を動機づけるインフルエンサー、具体的な案件を持ち実際の国際会議を自国へ

誘致する活動を行っている人
○国としての支援と、コンベンションビューロー等の自治体が主体となる支援の双方向からのサポートが必要

【事例1】シンガポール
名称：Conference Ambassador Programme Singapore
人数：45人
メンバー：各業界の専門家、オピニオンリーダー
支援メニュー例

・ネットワーキング構成のためのイベントへ招待
・各種セミナー等での講演の場の提供
・国際会議誘致・開催ノウハウに関するセミナー開催

【事例３】エディンバラ(イギリス)
名称：Edinburgh  Ambassador Programme
人数：500人以上
メンバー：学術領域、ビジネスの分野でエキスパートであり、かつ

エディンバラCBにより推薦された人
支援メニュー例

・プロ仕様のビッドペーパー作成
・各会議に合わせたオリジナルのプレゼンテーション資料
・CBがプレゼンの場に同行し、Committeeの質問に対し

その場で回答
・ユニークベニュー等の会議場の一括紹介
・サイトインスペクション招待
・都市幹部とのミーティングアレンジ
・CB運営のサイトConvention Accommodation Bookingを

国際会議のサイトへリンクし簡単に予約可能（グループレートの
アレンジ、参加未定ゲスト用にキャンセル代無しでの部屋確保）
等

＜アンバサダーの制度について～海外アドバイザーの意見～＞
・アンバサダーの役割は、潜在的な国際会議誘致案件を持つ先生や研究者に対し、自身の経験も交えた適切なアドバイスを行い誘致を促すこと
・アンバサダーになるには、国際的に影響力を有し、都市の重点産業分野にて活躍していること
・アンバサダーになることにより、メディア等での紹介により本人の知名度が向上し、産業界や政治的なネットワークも形成されることで学術・ビジネス的
なプラスをもたすメリットがある
・アンバサダーに対し、国や自治体が国際会議誘致のあらゆるサポートを行い、同時にアンバサダーの活動に対する評価も国や自治体が行う

【事例２】メルボルン（オーストラリア）
名称：Club Melbourne Ambassadors
人数：100人以上
メンバー：医療、科学、環境、技術、エンジニアリング、ビジネス、文化等

の専門家（各分野で影響力のある人）
支援メニュー例

・アンバサダーアワードの実施
・特別研究員による次世代の研究者の育成制度



１．④ MICEアンバサダープログラムの導入（MICEアンバサダー・MICE誘致アンバサダーの効果と今後のあり方①）
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MICEアンバサダー・MICE誘致アンバサダーによる国際会議誘致成功率まとめ

約73％(誘致成功案件 16件、誘致失敗案件6件)* *2017年1月26日現在

○アンバサダー制度発足以来、アンバサダーによる国際会議誘致成功率は約73％となっている。

○アンバサダー制度発足以来、累計39名のMICEアンバサダー・MICE誘致アンバサダーを認定。
○アンバサダーを通じて得た新たな国際会議誘致案件(リード案件)は11件*。
○アンバサダーによる、新たなリード案件保有者の紹介は4名*。4名ともアンバサダーに認定。
*2017年1月26日現在

アンバサダーを通じて得たリード案件、アンバサダーによるリード案件保有者の紹介

○現行JNTOが提供しているアンバサダー制度の支援メニュー充実により、誘致成功率の向上及びアンバサダーによる
誘致活動のノウハウの普及を目指す。
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○アンバサダー制度は、世界各国との都市間競争である国際会議誘致のための施策であり、将来的には都市のコンベンション
ビューローが主体となり、JNTOはコンサルテーションを担う体制に移行するのが望ましい。
○都市のアンバサダー制度の定着に向けた環境整備を進めるため、JNTOによる制度の普及・啓発活動に加え、
ノウハウ等を提供できる仕組みが必要。

○国際的にみても都市レベルでのアンバサダー制度が存在することが多く、かつきめ細かく対応している。現状はアンバサダーへの対応について
もJNTOがコンベンションビューローに代わり対応している状況が見受けられることから、 MICEの司令塔となるコンベンションビューローに誘致に
係るノウハウを蓄積させると共に、JNTOとコンベンションビューローとの役割分担を踏まえた上で、都市のアンバサダーが設立されるよう、JNTO
がサポートし段階的に行えるようにすることが望ましい。

【JNTOによるサポート】
・アンバサダー制度のメリット説明・普及・啓発活動。
・設立・運用に向けたノウハウ資料の提供・説明(個別指導やセミナーの実施)
・設立後の継続的支援・アドバイス

コンベンションビューローによる都市のアンバサダー制度設立

【あるべき姿】都市アンバサダー制度

都市アンバサダー制度発足に向けた課題

【CB課題】アンバサダー制度の認知度不足、人的リソースの不足、ノウハウ不足等があり、
都市アンバサダー制度の設立には課題解決が必要。

【JNTOサポートによる解決策】
・アンバサダー制度のメリット説明・普及・啓発活動を継続的に行う
・現状、JNTOが一括して行っている支援メニューの提供に、都市のコンベン
ションビューローも巻き込んだ支援メニューの提供・運用へ変更し、
JNTOによりプログラム運用のノウハウを伝授していく。

アンバサダー制度の将来の方向性

誘致主体者
(教授等)

＜コンベンションビューロー＞
・ビットペーパー・プレゼン資料作成
・地域のおもてなしプログラムの提案・提供
・ユニークベニューの紹介等

＜JNTO＞
・誘致全般に係るノウハウの提供
・ビッドペーパー・プレゼン資料へのアドバイス等

１．④ MICEアンバサダープログラムの導入（MICEアンバサダー・MICE誘致アンバサダーの効果と今後のあり方②）



１．⑤新しいMICEブランドの構築・強化/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①

取組
状況

日本のMICEが目指す姿を
「日本の感性と知性が、ビジネスを未来へ動かす。」

という言葉で表現

●ブランド名称 ：Meetings ＆ Events
●ブランドタグライン：New ideas start here 

世界をリードする学術や産業の知識と人材が集まる

知識と人材の集積地

ひらめきを得られるユニークな生活習慣や文化

会議やイベントの実績と運営の品質

街の治安の良さと清潔さ

日本の生活習慣や文化、地域の多様性によって感性
や知性が刺激され、新しい発想や視点が生まれる。

長年の経験やホスピタリティ精神により、質の高い会
議やイベントを実現できる。

日本各地における治安の良さや街や施設の清潔さ
により、主催者や参加者が安心できる。

Why Choose Japan?
日本のＭＩＣＥのブランドコンセプト

MICEブランドを説明したリーフレットを製作し、国内MICE関係者等に配布

● 平成２７年４月 観光庁がブランドコンセプトを作成
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○ＭＩＣＥ誘致促進のため、関係者に対し共通の理念や目的意識の統一を図ることを目的に、MICEブランド（コンセプト、ロゴ）を構築した



１．⑤新しいMICEブランドの構築・強化/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②
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日本のMICEブランドを

説明できている

日本のMICEブランドを

説明できていない

分からない

①日本のＭＩＣＥブランドに対する認知

（出典）コンベンションビューロー/PCOへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）

（％） （％）
N=48 N=48 N=33

○日本のMICEブランドを活用する立場にあるコンベンションビューロー/PCOにおいて、ブランド自体は75%程度が認知しているものの、
ブランドコンセプトに対する理解/それが日本のMICEブランドをきちんと説明できているかの理解については低くなっている

②ＭＩＣＥブランドのコンセプトに対する認知 ③ＭＩＣＥブランドのコンセプトに対する考え

※前問②で「知っている」と回答した団体が回答



１．⑤新しいMICEブランドの構築・強化/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③
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課題
認識

○ MICEブランドを活用する立場にあるコンベンションビューロー/PCOにとって、日本のMICEブランドコンセプトに対する理解が低い。
○ 国内で開かれるMICE関連のセミナーやイベント等あらゆる機会を利用して、MICE関係者に日本のMICEブランドの意義等を説明し、

理解促進を行う必要がある。
○ 見本市・商談会やウェブサイト等あらゆる機会を利用し、日本のMICEブランドを活用した一貫性のあるプロモーションや誘致活動を

オールジャパンで実施し、日本でのMICE開催の潜在需要の喚起を図る。
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Ａ：日本のＭＩＣＥブランドコンセプトを分かりやすく説明するため、ビジュアライズ化してプロモーションすることが必要
Ｂ：ＪＮＴＯ、各コンベンションビューローでの情報発信が必要
Ｃ：海外見本市での情報発信が必要
Ｄ：日本のＭＩＣＥブランドをベースにした各都市オリジナルのＭＩＣＥブランドを構築し、発信していくことが必要
Ｅ：そもそも日本のＭＩＣＥブランドはＭＩＣＥ誘致のためには必要ない・効果が分からない
Ｆ：その他

④MICEブランドのプロモーションでの活用状況 ⑤MICEブランド普及に向けて必要な取組（複数回答）

（出典）コンベンションビューロー/PCOへのアンケート結果（2016年8月~9月実施）

（％） （％）
N=47 N=62

○ 日本のMICEブランドはプロモーション等で活用されていないのが実態
○ 日本のMICEブランドの普及に向け、ブランドコンセプトを分かりやすく説明するツールや、情報発信が必要と考えられている



１．⑤（海外事例）新しいMICEブランドの構築・強化/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④

メルボルンのMICEキャンペーン

“Melbourne IQ”をタグラインとし、メルボ
ルンが様々な学術的知見の集積地であ
り、MICEの開催地としてふさわしいこと
をアピール。映像、印刷物、インターネッ
ト、広告を通じキャンペーンを展開。

デンマークのMICEキャンペーン

“Meeting Incentive Networking in Denmark”
の頭文字であるMIND＝知性という言葉を前
面に出し、デンマークの優位性を訴求。出
展、イベント、招請事業を通じブランド・コンセ
プトを訴求するキャンペーンを展開。

23



H２５年に民間事業者へ指摘されている提言の中で
◆「コンベンションビューローとの積極的な連携」「国際ネットワークの強化」
◆「MICEに付随するイベントやポストコンベンションの企画」
◆「我が国で鉄道事業者をはじめとした関係者によるMICE参加者に対する鉄道・バス等の利用パスを発行しMICE参加者の

利便性の向上へ期待」
に対する取組として、連携体制構築における素地を形成しつつある。

１．⑥各MICEサプライヤーの取組状況（ヒアリング結果）

24

取組
状況

○ H25の国際競争力強化に向けた提言において

「MICEの誘致・開催においては、会議主催者や自治体・コンベンションビューローとともに、MICEの誘致・開催にビジネスとして参加する

ホテル、旅行事業者等の民間事業者が存在し、我が国のMICE分野の競争力強化において極めて重要なプレイヤー」と位置付けている。

○ 上記提言から各民間事業者へ取組状況をヒアリングした結果、以下のような活動・取組が行われていたことが判明した。

ホテル事業者・旅行業者
運輸業者・PCO

コンベンションビューロー主催の
MICEミーティング出席による

情報共有実施

定期的な海外出張
により海外エージェント
からヒアリングを行い
ネットワーキング構築

海外ホテルとの
マーケティング

アライアンスを締結

コンベンションビューローが中心
となったステークホルダーを
巻き込んだMICE協議会の設立

他のデスティネーションでは
経験・体験できない「日本ならではの」

商品を提供・提案している

開催した国際会議にて
国際会議のロゴを記載した
区間限定の企画乗車券を造成
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１．⑥各MICEサプライヤーの取組状況（ヒアリング結果から見える課題点）

◆ヒアリングによって、提言当時から改善があまり進んでいない課題点も再認識された

海外主催者のニーズを十分に把握できていないため、海外主催者へ訴求する商品の開発が進んでおらず、
国内マーケット向けの商品がメインとなってしまっている。
ＲＦＰ/交渉/コントラクト作成等提案準備にあたり、英訳する手間・時間を要し、専門的な知識が不足している。

国内顧客向けの営業が中心であり、MICE及び海外顧客へ向けたサービス提供ノウハウの蓄積が不十分なため。
MICE商品の開発において、提案力・企画力の面で海外企業に比べると不足しているため。

鉄道事業にとっての、MICEの意義（MICEそのもの）が普及していないため。

ノウハウ不足や顧客ニーズを収集できていないため、MICE顧客に対しニーズに合致したサービスを提供
することができていない。

提言に対し取り組むべき次なる課題：ソフト面（基礎知識・スキル・ノウハウ・マーケティング力 等）の向上
具体的内容 ◆各民間事業者 業界でのMICEへ理解（ビジネス上の重要性）が未だに不足。

◆具体的なプロダクト/MICE商品及びスキル不足（誘致・開催両面における実装不足）

ホテル事業者

旅行業者

運輸事業者

会議運営事業者

◆他方で、有識者からもステークホルダー連携に対する課題点を指摘

ステークホルダーに向けた国際会議誘致の価値と重要性を示す事例やデータが不十分
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不足
※25年～28年 GMICE戦略都市事業 受託事業者の海外専門家によるステークホルダー連携に対する国内の問題点・意見参照

海外専門家
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今後の
取組

○民間視点を活用したMICE商品の開発を通じ官民関係者の連携を強化しMICEの誘致・開催力をグローバルレベルに引き上げを図る。
○都市ブランドに基づいた重点推進分野や開催地の経済・産業界等幅広い関係者との連携により、主催者のニーズに適合した他都市と差別化
された地域独自のMICE向け商品開発を促進する。

○官民関係者へMICE意義・効果のPR活動を実施し、官民関係者からの重要性の理解を得ることで、地元の官民関係者（ステークホルダー）の
協力・支援体制を形成を図る。

１．⑥各MICEプレーヤーの取組状況（課題認識及び今後の具体的取組 MICE商品開発事業）

経済界
産業界病院

鉄道

警察

船 農林

製造

サービス

＋ ＋バス

地域公的・交通機関ホテル

コンベンション施設

MICE事業者

国：MICE政策全体の戦略策定

JNTO：日本全体のMICE司令塔

文化施設

コンサルテーション

旅行会社

主催者・参加者ニーズに応じた
地域独自の商品開発

都市・
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

ＭＩＣＥ商品の開発

テクニカルビジット
（視察）

ポスト
コンベンション

（スポーツ・文化）

エクスカーション
（体験）

開催中の
サービス

（共通パス等）

◆連携イメージ

関係府省等の支援

◆H29年度事業スキーム イメージ

事業概要案

・MICEの重要性及びMICE向け商品開発の必要性の普及活動
・MICE向け商品開発ガイドライン策定に向けた検討
・地元官民関係者にて提供可能な地域資源の発掘・洗い出し
・MICE向け商品造成の検討

○国際競争が激化する中で、他都市と差別化された地域独自MICE向け商品（コンテンツ）の提供は誘致活動において有効手段の一つであるとこ
ろ、その必要性についてコンベンションビューロー等地元の官民関係者の理解が進んでいないことから、商品が提供できていない。

○MICE商品を開発し、それをMICEに活用するには、コンベンションビューロー等のノウハウの蓄積や調整能力が求められるところ、コンベン
ションビューローにおける地元関係者に対する理解醸成、開発方法や活用にかかる調整等ノウハウの蓄積が進んでなく、結果開発が進んで
いない状況が見受けられることから、コンベンションビューローと地元の官民関係者との連携強化が必要。

○地域都市ブランドに基づいた重点推進分野や開催地の経済・産業界等幅広い関係者との連携不足により、主催者のニーズに応じ、かつ他都市
と差別化された地域独自のMICE向け商品の提供ができておらず、MICE誘致力が弱い。

課題
認識①

海外専門家

ホテル事業者

運輸
事業者

会議運営
事業者

公共サービス
事業者

旅行業者

コンベンション
ビューロー

MICE重要性
普及

MICE重要性
普及

連携 連携

商品造成

MICE商品開発事業



○MICEの誘致・開催に向けて、MICE関係者にその重要性を理解していただくために、MICEの経済波及効果を算出することが重要
○MICEの重要性を啓蒙していくツールとして、MICE全体の市場規模を示していくことが非常に重要だが、対外的に公表できる
市場規模がこれまで算出されていない

○加えて、MICEの重要性を啓蒙していくための材料となる、MICEを実施したあとのイノベーション創出効果など、学術・研究分野における
分析をこれまで実施したことがない

MICE参加者に対するアンケートの実施

・海外の事例調査を参考にした消費動向
に係るアンケート調査の実施

・アンケートの対象とするMICEは、
モデル更新/経済波及効果が算出
できるようパターンを細分化

・現行のモデルの元となっているデータの更新
－アンケートから出される消費動向の原単位の更新
－産業連関表の更新

・MICE開催による直接効果と間接波及効果を算出
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周
辺
産
業

宿泊

主催者

雇
用
者
所
得
増
大

消
費
支
出
拡
大

出展者

来場者

飲食

鉄道

会場
設営

イベント

機材
ﾚﾝﾀﾙ

食品

教育

レジャー

鉄道

宿泊

建設

食品
加工

鉄道

電力

清掃

イベント

機材
ﾚﾝﾀﾙ

機材
製作

機器
部品

主催者

・・・

・
・・

・・
・

・
・・

・
・・

・・・

・・・

A) 直接効果 B) 間接1次波及効果 C) 間接2次波及効果

出展者

A）直接効果、B)間接１次波及効果で

生み出された需要により雇用者所得
が拡大する

農業

食品
加工

清掃

建設

機材
製作

イベント

電力

建設

・・
・・・・

ＭＩＣＥの
開催

＜MICEによる経済波及効果の把握フロー（直接効果と間接効果）＞

・3-5年前に開催された国際会議を対象に、 参加者に
対して会議参加によるメリットを調査
－具体的な研究上の成果

経済波及効果簡易測定モデル改定等事業

○MICE参加者や主催者等に対して、 MICE関連での消費動向を把握するためのアンケートを行うことで、
①現行の地域経済効果簡易測定モデルの 更新・拡張し ②MICE全体の市場規模を算出する。

○3-5年前に開催された国際会議を対象に、参加者に対して会議参加によるメリットを調査（アンケート、インタビュー）具体的な研究上の成果
等

地域経済効果簡易測定モデルの更新

MICEの経済波及効果の算出

MICE参加によるメリットの調査

１．⑥各MICEプレーヤーの取組状況 （課題認識及び今後の具体的取組 経済波及効果簡易測定モデル改訂等事業）

課題
認識②

27

今後の
取組



１．⑦MICE全体に共通する課題の抽出について（依頼）

28

ご検討・ご提案いただきたい事項

① MICE全体の共通の課題（上記の課題３例）にどのように取り組むべきか
② 上記以外で、MICE全体として共通に取り組むべき課題・取組について ※ご回答方法は事務局よりご連絡します

我が国のMICEブランドについて国内関係者への周知を図ると共に、MICEブランドを活用した本格的ブランドキャンペーン
を展開し、海外のMICE関係者に日本のMICEブランドを周知。

官民連携し、MICEを地域で開催する際の付加価値を拡大し、地域独自のMICE商品・MICE向けプログラムの開発を推進。

MICE関係者が連携してユニークベニュー開発を進め、MICE開催での活用を推進。

● MICE全体に共通する課題を抽出し、MICE関係者が連携して取り組むべき方向性を整理する

課
題
例

Convention Industry Council（CIC） 連携事例

概要

■英国におけるMICEを統括し、政府組織や関連団体を一つの傘下におさめるMICE産業の包括的な組織。文化・メディア・スポーツ省等、
政府関係機関や国際会議協会、会議運営会社団体、展示会関係団体、政府観光局等、MICE分野をカバーする25機関がメンバー

（具体的な取組）
MICEの重要性を示す経済効果等各種調査を実施
ベストプラクティスの収集
政府等にMICE施策の充実・強化に関する働きかけ・提言

Business Visits & Events Partnership（BVEP)

英国にとって、「ミーティング＆イベンツ」
が重要な理由等、明記した提言集を作成

概要

■米国バージニア州に本部を置くMICE産業の業界団体で、所属機関は国際会議協会・会議運営会社団体等合計３３機関。
ホテル・旅行会社・ミーティングプランナー・DMO・コンベンションセンター等、MICE産業に関わるセクターが会員。

（具体的な取組）
CMP（Certified Meeting Professional）資格制度の運営
MICE業界向けへ業界標準「APEX（accepted practices exchange）Initiative」を作成、公開
MICE産業の意義に関する調査と情報発信

連携事例
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１． 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

①ユニークベニューの開発・利用促進

②MICEにおける出入国手続の迅速化・円滑化

③研究者等のMICE誘致環境の改善

④MICEアンバサダープログラムの導入

⑤日本の新しいMICEブランドの構築・強化/日本の新しいMICEブランドの構築・強化

⑥各MICEプレイヤーの取組状況

⑦MICE全体に共通する課題の抽出について（依頼）

２． 第２回経済波及効果算出に関する小委員会ご報告



２．「第２回経済波及効果算出に関する小委員会」（報告）

30

開催日時：平成29年12月19日（月）14:00～16:00
開催場所：中央合同庁舎2号館16階国際会議室

【論 点】
①国際会議等(C)に関する調査の進捗報告

・事務局より、アンケート調査のサンプル回収状況や進捗等について報告。
⇒対象国際会議14件、サンプル回収数2,770 （日本人1,537、外国人1,233） 等

・高松や札幌における国際会議開催に関する定性的な効果についてのヒアリング結果を紹介。
⇒各業界の国際会議の運営に関わる事業への参入メリット

（例）国際会議の開催によるホテルのブランド力向上、地元食材利用による地域経済への貢献 等
・佐藤委員（パシフィコ横浜）より、国際会議参加者が会議場周辺を楽しんでもらうための取組について紹介

（例）みなとみらい21共通飲食券の発行、MICE開催クーポン 等
＜委員の主な意見＞

・外国人のサンプル数が少ないので、今後増やした方が良い。
・調査結果の公表の仕方として、直接効果と間接効果に分けて示せば、国際会議開催が

より多くの人々に裨益することを伝えられる。
・調査結果は「経済波及効果簡易測定モデル」に反映されることを希望する。
・継続的に経済波及効果の算出をすることが望ましい。 等

②企業会議（M)、企業の報奨・研修旅行（I）、見本市・展示会（E)の経済波及効果算出について
・M、I、Eの経済波及効果算出方法（集計対象の範囲、消費単価の把握手法、人数・件数の把握手法）について報告。
＜委員の主な意見＞
・M、I、Eの経済波及効果算出の調査には、情報収集等において、関係者の協力が不可欠との意見多数。

③「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」（以下、地域別簡易測定モデル）について
・事務局より、既存の「地域別簡易測定モデル」（観光庁）の使用状況について報告。
・最近ではAKB４８の総選挙（新潟市）での活用実績が大きく報道される等ニーズが向上している。

（写真）MICE国際競争力強化委員会
第２回経済波及効果算出に関する

小委員会の様子

第２回経済波及効果算出に関する小委員会



２．国際会議等(C)に関する調査の進捗報告①

● アンケート調査回収状況

三大都市（関東、中京、関西）

三大都市以外

国際会議数 7
収集サンプル数1401（日本人725、外国人676）

国際会議数 7
収集サンプル数1369（日本人771、外国人598）

※小委員会開催時点（平成28年12月19日）状況

合 計

回収済

●国際会議数＝14
●サンプル数＝ 2,770

● 今後の調査スケジュール（予定）

参加者向け調査 ⇒追加的に2~3会議で実施
主催者向け調査 ⇒コンベンションビューローや業界団体を通じて引き続きサンプル収集
出展社向け調査 ⇒追加調査分のアンケート収集
定性調査 ⇒商店街で国際会議開催に協力した事例等現地事業者の成功事例を収集
経済波及効果分析 ⇒産業連関分析及び観光サテライト勘定分析

第3回経済波及効果算出に関する小委員会（3月16日）
第7回MICE国際競争力強化委員会（3月下旬）で報告

国際会議等（C）の経済波及効果公表（観光庁） 31



３．国際会議等(C)に関する調査の進捗報告②

● 開催地における定性的調査報告（例）

32

• ホテル規模

– 総客室数300室、シングル137室、ダブル52室、ツイン98室、トリプル3室、和室4室、
和洋室2室、スイート3室

– 大宴会場(最大1,500名)、中宴会場(同500名)、小宴会場4室(同50名)

• 国際会議事業に携わるきっかけ

– 高松に大規模国際会議のバンケット等が行える設備がクレメント高松以外には少ないため、
創業以来、大規模な国際会議事業に対応している。

• 国際会議事業に携わるメリット

【国際会議事業が鍛える人材】

– インバウンドの増加により英語での業務遂行力が求められることが多くなった。国際会議では、フロント業務はもちろんのこと、バックヤー
ドの担当者も英語で打ち合わせを行うことが求められるため、貴重な経験を積むことができる。

– また、食事（ハラル食、アレルギー食等）への異文化対応や、非英語話者に対する緊急事態の対応において、通常業務以上に気を使う場
面が多い。そのため、緊張感をもって業務に取り組むことができ、業務全体のスキルの向上につながっているのではないか。

【ブランド力の向上が新たな案件へ】

– 大規模な国際会議に対応した実績が国内外でのブランド力の向上につながる。

• 地方レベルの学術会議のバンケット等にサービスを提供したところ、その質の高さが評価され、同じ主催者から全国大会の引き
合いがあり、より大規模な会議の案件を受託することができた。

（出所）香川日独協会ウェブサイト

ホテルクレメント高松（香川県高松市）：宿泊場所、バンケットサービスの提供
国際会議参加者への対応が人材育成に効果



２．企業会議（Meeting）及び企業の報奨・研修旅行（Incentive）

●企業会議（Meeting） ：４時間以上の開催時間・10人以上の参加者が会議施設で行う会合を指す者が多い。
●企業の報奨・研修旅行（Incentive）：「報酬的なツール」以上の明確な定義に乏しい。

IAPCO
(The International 
Association of 
Professionals 
Congress 
Organizers)

Denmark
The Economic 
Contribution of 
Meeting Activity 
in Denmark

Thailand
Economic Impact 
of MICE in 
Thailand

Canada
The Economic 
Contribution of 
Business Events
in Canada

UK
The Economic 
Impact of the UK 
Meeting and 
Industry

USA
The Economic 
Significance of 
Meetings to the 
US economy

Australia
The Value of 
Business Events 
to Australia

Meeting • 複数の参加者が
一堂に会して会
合や活動を行う
もの

• 不定期、定期開
催のもの双方を
含む

(MPI定義に準拠)
• 商取引目的
• 外部の会議施

設で開催
• 開催時間は最

低4時間
• 参加者は最低

10人

※
上記定義は
M,I,C,Eを包含する
ものとして言及され
ている

• 商取引目的
• 外部の会議施

設で開催
• 開催時間は最

低４時間
• 参加者は最低

10人

（UNWTO定義に
準拠）
• 商取引の促進、

アイデアのシェア、
ネットワーキング、
議論を行う活動

• 外部の会議施
設で開催

• 開催時間は最
低４時間

• 参加者は最低
10人

※
上記定義は
M,I,C,Eを包含する
ものとして言及され
ている

• 商取引の促進、
アイデアのシェア、
ネットワーキング、
議論を行う活動

• 外部の会議施
設で開催

• 開催時間は最
低４時間

• 参加者は最低
10人

※
上記定義は
M,I,C,Eを包含する
ものとして言及され
ている

1)企業によって主催
される商業ベースの
会合
参加者は同じ企業、
グループ企業、クライ
アント、取引先等の
ステークホルダー
2) 被雇用者あるい
は組織関係者が参
加し、旅費・宿泊
費・食費等が所属
組織によって支払わ
れるもの

• 民間・公共の事
業目的の会合

• 職業上の共通の
興味関心を持つ
15名以上の参
加者

※
上記定義は
M,I,C,Eを包含する
ものとして言及され
ている

Incentive
Travel

• 対象者の過去の
実績に報いる目
的で提供される
プログラム、催事、
イベント

• 被雇用者、労働
者、取引先、供
給業者、代理業
者、購買担当者
等への報酬、働
きかけのための動
機付けツール

• 販売目標や生
産目標を達成し
たり超過した個
人に対して提供
される報酬的な
催事。

• 上記定義に加え、
「好成績を収め
た受賞者を表彰
し、報酬を提供
するためのマネジ
メント手法」とい
う言及が付け加
えられている

「M」＆「I」定義（海外事例）
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２．見本市・展示会（Exhibition）

● JECC（日本展示会認証協議会）ガイドラインで定められた定義と指標及び展示会の分類

１．出展者数の算出
（１） 出展者の中には、主出展者と共同出展者が含まれる。
（２） 主出展者とは、主催者と直接契約をしている出展者である。
（３） 共同出展者とは、他社の出展ブースに自社のサービスや製品を提供している出展者である。
（４） 共同出展者は、出展者名及び出展者所在地を確認できなくてはならない。
（５） 団体出展の場合、展示スペースは代表出展者（主出展者）がスペースのレンタルを行い、そのスペース

は、複数の共同出展者（自社の企業名で自社の製品やサービスを提供している場合）で共有する。

２．出展者の国籍
（１） 出展者の国籍は、主催者に提出された出展者の住所で決定する。
（２） 海外出展者とは、主催者/事務局に提出した住所が開催国外である出展者。（海外企業でも日本支店等

の住所で契約した場合は「国内」扱いとなる。）

３．来場者
来場者とは、情報収集、商品の購入、出展者との契約を目的として展示会に参加する者をいう。
ただし、主催者、出展者、報道関係者、展示会開催に係るサービスの提供者を除く。講演者は展示に参加した
場合のみ来場者としてカウントされる。

≪来場者から除外される者の例≫
• 展示会主催企業のスタッフ
• 展示会出展企業のスタッフ
• 展示施設のスタッフ
• 展示会開催に係るサービスの提供者（会場装飾、清掃、警備等）
• 展示会開催中の講演者
• 報道関係者

４．来場者及び来場の計測方法
「来場者（visitor）」は、1日1回カウント、会期中1回のみカウントとする（何回、何日会場に出入りしても1人とカウ
ントする）。
また、「来場(Visit)」でカウントする場合は、来場者が展示会に入場することで、1日1回カウントとする。

出所：JECCウェブサイト（http://www.jecc-ninsho.jp/image/A4DLpanfu.pdf）より抜粋

「E」定義・指標・分類
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