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＜本文ドラフト＞ 

MICE 推進検討委員会中間とりまとめ 

～MICE の意義、国際的な動向及び国が喫緊に取り組むべき事項について～ 

 

平成 23 年 9 月 

観光庁 

 

本中間とりまとめの位置づけ 

・観光庁では、平成 21 年に「国際交流拡大のための MICE 推進方策検討会」

が設置され、同年 7月に「国際交流拡大に資する MICE 振興方策に関するア

クションプラン」をとりまとめ、MICE 推進に向けた各種施策に取り組んで

いるところである。 

・MICE 分野におけるアジア各国の取組をはじめとした国際的な環境変化は

止まることがなく、我が国もこうした国際的動向に後れを取ることなく対

応を進めるため、本年 7月に「MICE 推進検討委員会」を設置し、MICE 分野

における我が国や主要各国の現状や、今後我が国が取るべき政策について

の検討を進めつつある。 

・本報告は、関係者間で MICE の意義や国際的動向についての問題意識の共

有を図るとともに、今後の具体的な各種政策検討に資するよう、特に MICE

推進の意義、MICE 分野の国際動向、国が喫緊に取り組むべき事項について、

中間的なとりまとめを行ったものである。MICE 推進に向けての個別の政策

課題、関係各主体が取り組むべき事項等については、さらに本委員会で検

討を進め、最終的なとりまとめの際に整理を行うこととする。 

 

 

１．MICE の意義 

(1)MICE とは 

 MICE とは、ミーティング、インセンティブ、コンベンション、エキジ

ビション/イベントを総称した用語である。これら個々の大まかな概念

は下記の通りである。 

 

ミーティング（M）：いわゆる会議全般を指す概念であり、典型的な例

は企業が開催する会議（＝コーポレートミーティ

ング）。インセンティブやコンベンションも広義の

ミーティングでもあり、欧米諸国などでは MICE 全

般を指してミーティングとするときも多い。 
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インセンティブ（I）：企業が従業員やその代理店等の表彰や研修など

の目的で実施する旅行であり、企業報奨・研修旅

行と呼ばれるものである。 

コンベンション（C）：学会や産業団体、さらには政府等が開催する大

規模な会議を一般的に指す。 

エキジビション・イベント（E）：国際見本市、展示会、博覧会といっ

たエキジビション、さらにはスポーツ・文化イベ

ントなどが含まれる広範な概念である。 

 

・MICE は、その目的が基本的に企業・産業活動や学会活動などであるこ

とから、基本的には一般観光とは性格を異にする部分も多いが、その振

興を通じて、経済効果、国際交流を通じた我が国のソフトパワーの強化、

地域の国際化・活性化、訪日外国人旅行客の拡大といった様々な意義を

有するものであり、我が国としても積極的に推進する必要がある。 

 

(2)MICE の経済的意義 

 MICE の意義としては、上述のとおり我が国のソフトパワーの強化や地

域活性化等様々な側面を有しうるが、その基本的な性格は広義のビジネ

スであり、かかる観点からは各種の意義の中で経済的意義が最も大きい。

具体的には下記のような各種の経済的意義を有する。 

 

① 経済波及効果 

・MICE 開催を通じた主催者、参加者・出展者等の消費支出や関連の事業

支出は、MICE 開催地域を中心に大きな経済波及効果を生み出す。特に、

MICE においてはその経済効果は会議主催者、会議施設、宿泊施設などの

直接の関係者に止まらず、裾野の広い経済効果を有するものと言うこと

ができる。 

・こうした MICE の経済波及効果の推計のため、観光庁においても簡易

測定ツールを作成し、自治体等における活用に供している。会議の日程

その他の要素で変動しうるが、例えば 1万人規模の国際会議が開催され

た場合、その経済波及効果は 40 億円とも試算されるなど、MICE 開催の

経済波及効果は開催都市を中心に我が国経済にとって極めて大きいと

言うことができる。こうした試算を自治体・会議施設レベルで行ったも

のもあるが、地域を中心に多大な経済波及効果があるとの報告がなされ

ている。 

・こうした経済波及効果の他国における試算例として、CIC（コンベン
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ション産業協議会：Convention Industry Council）が行った米国会議

産業の効果試算がある。CIC の発表によれば、2009 年の会議産業におけ

る直接支出は、全米で年間 2,630 億ドル、雇用にして延べ 170 万人分相

当、米国 GDP に対する貢献は 1,060 億ドルで 0.8％、間接的な経済効果

も算入した場合、全米で 9,070 億ドル、延べ 630 万人分相当の雇用効果

があり、米国 GDP に対する貢献は 4,580 億ドルで約 3％を占めるとして

いる。この試算の信頼性や、米国と我が国の違いなどから単純な比較は

すべきではないが、MICE 産業の経済効果は我が国においても潜在的には

相当の規模を有し得ると考えられる。 

 

②ビジネス機会創出・イノベーション創出等による経済効果 

・国際会議や展示会等を我が国で開催することは、当該分野のトップを

含む多くの海外参加者と我が国参加者が交流することを意味し、その場

における情報交換はもとより、我が国企業や大学等の関係者と海外の産

業関係者・研究者との間で新たな人的ネットワーク構築につながること

が期待される。 

・こうしたビジネス分野や研究分野の人的ネットワークの構築は、人・

モノ・情報の国際的な流通ネットワークの中での我が国関係者の位置づ

けを拡大・強化するものであり、かかる観点から、我が国にとってもネ

ットワークを通じた新たなビジネス機会の創出やイノベーションの創

出に資することが期待される。 

・新たなビジネスやイノベーションの機会創出は、国の産業競争力その

ものを強化し、経済成長を促すものである。このため、例えばシンガポ

ールでは、国を挙げて育成に取り組む産業分野と、MICE 誘致・開催の注

力分野を一体として戦略的に取り組んでおり、また豪州では、イノベー

ション促進、ビジネス創出のツールとして MICE を政策的に位置づける

など、海外でもこうした MICE の機能に注目して戦略的な取組を進めて

いる。 

・また、海外企業においては、コーポレートミーティングを単なる会議

の場としてとらえず、企業活動の重要な要素として、いかに最大限の成

果を生み出すかについて、戦略的に取り組んでいる例は多い。我が国企

業にはほとんど存在しないが、欧米の大手企業では、企業全体のミーテ

ィングを戦略的に管理するミーティング・プランナーという専門スタッ

フを設置しているケースが多く、MICE の経済的意義・機能に着目しつつ、

企業の生産性向上を図る一例と言える。 

・MICE のビジネス創出効果を推定する試みとして、我が国でも展示会の
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有する新規契約誘発効果を試算した例がある。その結果を見ると、新た

なビジネスを生み出すことを通じて、直接的な経済波及効果よりも遙か

に大きい経済効果が期待できることが分かる。 

・グローバル化した世界経済において、国際的なネットワークの構築・

拡大がビジネス活動等に与える影響は極めて大きく、今以上の国際化が

必要とも指摘される我が国経済にとって、MICE は極めて有益なツールと

なり得るものである。 

 

 

③都市の競争力・ブランド力向上等による経済効果 

・国際・国内相互の人や情報の流通、ネットワーク構築の容易さ、集客

力などはビジネス環境の重要な要素である。MICE の振興を図ることは、

かかるビジネス環境の向上等にもつながり、結果として、都市のビジネ

ス面における競争力やブランド価値の向上につながることが期待され

る。 

・また、政府系の大規模会議や著名なスポーツイベント等を開催するこ

とも、都市の知名度アップやブランド力の向上につながる。かかるブラ

ンド力の向上は、ビジネスにとって有益であるのみならず、訪日外国人

旅行客の拡大など、一般観光等の観点からも集客力の向上に資すること

が期待される。 

 

 

(3)まとめ 

・MICE は基本的には一般観光と異なる性格を有するところがあり、国に

よってもビジネスイベント、ミーティングなど、その呼称は様々である

が、広義のビジネス活動そのものと考えることもできる。 

・経済的な観点からの MICE の意義は、①経済波及効果、②ビジネス機

会創出・イノベーション創出、③都市の競争力・ブランド力向上などが

主たるものであり、その効果は経済波及効果のみでも十分に大きいもの

であるが、ビジネス機会創出・イノベーション創出といったものまで含

めれば、その規模・効果はさらに大きいと指摘できる。 

・こうした MICE の機能に着目し、アジアの MICE 競合国においても、MICE

産業そのものを経済成長のエンジンと捉えると同時に、経済成長のため

のインフラとも位置づけている。 

・このように、MICE の誘致・開催は、発生する大きな経済波及効果に止

まらず、人的ネットワーク創出等を通じたビジネス創出効果など、我が
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国経済・産業の国際競争力の強化にも資するものであり、経済成長のた

めの重要なインフラと位置づけ得る。従来、MICE のそうした側面はあま

り指摘されて来なかったが、今後は、我が国の経済成長のためのエンジ

ンであると同時にインフラであるとの理解の下、さらなる推進を図るこ

とが必要である。 

 

 

２．MICE の国際的動向 

(1)世界の MICE ビジネスの動向 

・通信・IT 技術の進歩に伴い、MICE のように直接相対で行う会議・展

示会等の必要性は低くなるとの指摘も一部にあるが、その一方、例え

ば企業活動のグローバル化に伴い、ビジネス活動に伴うコミュニケー

ションそのものはより複雑になってきており、今まで以上に相対での

意思疎通が様々な経済活動において重要になってくるとの見方が一般

的である。 

また、企業活動や科学技術の研究活動などもスピードが従前にも増

して求められるようになり、こうしたことを背景に新規のミーティン

グ・コンベンションなどが生み出されるペースが速くなっているとの

指摘や、新興諸国等の経済成長に伴う MICE の活発化なども多くの関係

者が指摘している。このように、MICE の必要性や開催数は今後とも増

大すると考えられる。 

・実際、リーマンショック後の停滞・落ち込みなども一部にはあるが、

全体としては、MICE の開催実績は近年堅調に拡大していると見ること

ができる。 

・MICE 分野は国際的に確立した統計が存在せず、定義等もまちまちで

あることから、その動向の把握には困難を伴うが、各種国際団体等が

作成している統計・試算等から MICE 活動の国際的動向を概観すること

とする。 

・ICCA（国際会議協会：International Congress & Convention 

Association）の統計によれば、2001 年に全世界で開催された会議数は

5,262 件。2010 年には 9,120 件へと約 73％増加している。また、IAPCO

（国際PCO協会：International Association of Professional Congress）

によれば、2006 年から 2010 年までの 5年間の開催件数は、企業会議で

は 3倍以上の伸び、学会・産業団体等の協会系会議においても 4割以

上の成長を見せている。 

・こうした流れの中で、MICE 分野の国際団体などの多くの MICE 関係者
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は、地域レベルでの国際会議の拡大を予測している。グローカリゼーシ

ョンの流れの中で学会やビジネス関連会議などの地域レベルでの開催

が増え、今後特に、アジア・太平洋地域での国際会議が大幅に増加する

と予想している。 

・IAPCO によれば、欧州、南北アメリカなどの地域別で国際会議の開催

動向を比較した場合、経済成長著しいアジア地域での開催数が大きく増

加している。UIA（国際団体連合：Union of International Associations）

の統計では、アジア地域での国際会議の開催数は 2006 年から 2009 年の

4年間で約 2倍と顕著な増加を示している。さらに、ICCA の統計によれ

ば、 Asia Pacific & Middle East が 2001 年（1,020 件）から 2010 年

（2,008 件）にかけて約 97％増加してなど、地域別にみた時のアジア太

平洋地域での MICE の増加トレンドは顕著なものとなっている。 

 

 

(2)アジアの競合国の動向 

・MICE 産業の成長可能性やその経済的意義を踏まえ、韓国、シンガポー

ル、豪州、さらにはマレーシアやタイといったアジア・太平洋地域の主

要国は、MICE の誘致・開催の推進に近年急速に力を入れて来ている。 

 

（韓国） 

・韓国では、2009 年に政府が 17 の分野を経済成長エンジンとして定め

ている。17 分野は大きくは環境技術、先端融合産業、高付加価値サービ

ス産業の三つの分野に分かれるが、MICE は高付加価値サービス産業の一

つとして、ヘルスケアやコンテンツ産業とともに、韓国経済の成長エン

ジンとして選ばれている。 

・さらに、政府として、2018 年までに国内 GDP に占める MICE の割合を

1.5％とすることも目標として定めている。 

・このように MICE を重点分野として定めつつ、韓国では MICE 推進に向

けて官民を挙げて取り組んでおり、政府は 2006 年に「国際会議産業育

成基本法」、2008 年には「展示産業発展法」を制定することにより関連

の制度整備を行うとともに、個々の MICE の誘致・開催に向けて積極的

な支援を行っている。さらに、韓国では大型の MICE 施設整備等も着々

と進められつつあり、近年、MICE 分野で急速に台頭しつつある。 
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（豪州） 

・豪州では、MICE を経済成長のための重要産業と認識しており、1995

年に、「国家 MICE 産業戦略（A national strategy for the meeting, 

incentives, conventions and exhibitions industry）」を策定し、MICE

振興への取組を開始した。 

・さらに 2008 年には「国家ビジネスイベント戦略 2020(National 

Business Events Strategy for Australia 2020)」を策定。同戦略の中

で、ビジネスイベント（＝MICE）は豪州経済全体の付加価値の２％（＝

61.3 億ドル）を産出すると位置づけている。この中で、MICE の重要な

効果として、ネットワーキング構築やビジネス創出があることなども指

摘しつつ、本分野の振興に向け、市場の失敗と政府の役割、ツーリズム

豪州のファンディング、目標設定、インフラ整備、研究、人材育成等の

分野で各種の勧告を行っている。 

 

 

（シンガポール） 

・シンガポールでは従前より経済効果の大きさに着目して MICE を推進

してきている。近年、MICE 分野での競争環境の変化等を受け、MICE を

はじめとした観光分野への取組を強化している。 

・シンガポール政府観光局(Singapore Tourism Board)は 2015 年に観光

収入 300 億シンガポールドル（SGD）を目標として設定し、この目標達

成のために 3つの集中的に取り組むべき分野を特定しており、その筆頭

に、MICE を取り上げている。 

 

 

(3)我が国の状況 

・UIA の 2009 年の統計によれば国際会議の開催件数で、アジア・太平洋

地域ではシンガポールが 2 位、豪州が 16 位となっているところ、日本

は世界第 5位となっている。ただし、都市別の開催動向見ると、ICCA の

2010 年統計によれば、世界ベスト 20 の中に、シンガポール、シドニー、

台北、北京、ソウル、香港とアジアから６都市が入っているが、我が国

からは東京も含めてどの都市もランクインしておらず、アジア競合国が

着実に実績を伸ばしていることが分かる。 

・我が国の MICE ブランド認知度について、世界の MICE 関係者を対象

に観光庁が 2010 年度に実施したアンケートによれば、MICE 開催地とし

ての我が国の評価は、アジア・太平洋地域において、豪州、シンガポ
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ール、香港、タイ、マレーシア、中国に次ぐ 7番目となっている。豪

州、シンガポールのみならず、その他の新興諸国と比較しても後塵を

拝するとの評価は極めて深刻である。 

・我が国は 90 年代には、その経済力は関連インフラ等の充実等を背景

にアジアの中で圧倒的に優位な MICE 先進国であったが、その後のアジ

ア諸国の経済成長、関連インフラの整備、MICE 推進政策・取組の積極

化等から、こうした国々との比較では既に過去の優位性は失っている

との指摘が多い。 

MICE 分野の国際団体等からは「（アジアの MICE 市場は）シンガポー

ル、韓国等のライバルが躍進し、日本の独占市場ではない」、「MICE 分

野では（医療、ハイテク等の分野を除き）特に日本で開催する理由も

見あたらない。韓国、シンガポール、マレーシアも MICE への投資を拡

大しており、（日本との）差は開きつつある」という、我が国に対する

厳しいコメントが多く聞かれており、このままでは、MICE 分野におけ

るアジアの主要国としての日本の地位は失墜するおそれがある。 

 

 

(4)動向のまとめ 

・世界経済のグローバル化等を背景に、世界の MICE ビジネスは今後と

も成長が見込まれ、特にアジア市場は大きな成長が期待できる。 

・日本は、90 年代にはその経済規模や関連インフラの整備などがアジア

諸国の中で圧倒的に進んでいたことから、MICE の誘致等においても極め

て優位な立場にあったと言える。 

・しかしながら、近年、中国はもとより、韓国、東南アジア等の諸国の

経済発展が進み、かかる観点からは我が国は 90 年代のような優位性は

持ち得なくなっている。さらに、韓国、豪州、シンガポール、中国他の

アジア・太平洋地域の主要諸国が、MICE 分野を経済成長の要の一つとし

て官民挙げて注力しており、韓国、豪州などは日本を激しく追い上げつ

つある。このため、アジアの中での日本の MICE 競争力は徐々に衰えつ

つあり、このままでは、今まで築いてきた MICE 分野のアジアの中での

地位を失墜するおそれがある。 

・アジアの競合国は MICE への投資を拡大しており、既にこれらの国に

は水をあけられつつあるとの指摘もある。仮に我が国が一旦その地位を

失ってしまうこととなれば、再び優位を回復するには大変な困難を伴い、

我が国産業の一層の国際化や経済の成長にも悪影響を及ぼすと懸念さ

れる。我が国としても、この数年を勝負の時期として MICE の推進・強
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化に官民を挙げて取り組む必要がある。 

 

 

３．国が喫緊に取り組むべき事項 

 

(1)国が取り組むべき理由  

・MICE の誘致・開催に当たっては、会議主催者(民間企業、団体等)、会

議施設事業者、会議開催の各種支援事業者、宿泊事業者他の関係事業者、

さらにはコンベンションビューロー、地方公共団体（都道府県、市町村）、

観光庁他の政府関係部局や関連の独法（日本政府観光局他）（以後、本

稿に於いて「国」とする）なども関与するなど、多くの関係者が存在す

る。 

・これらの多くの関係者が存在する中、MICE 誘致・開催は、国や地方公

共団体自らが主催者であるようなケースを除けば、民間企業・団体が主

たるプレイヤーであり、国や地方公共団体などの公的な主体が関与する

余地は本来は大きくはないはずである。しかしながら、実際には、民間

企業や民間団体だけでは円滑に MICE の誘致や開催を行うことが難しい

場合も多く、海外諸国なども含めて MICE の支援を国や自治体などの公

的な主体が行っていることが一般的である。 

・例えば、我が国で MICE を誘致・開催した場合に発生する経済的効果

は、MICE を直接的に誘致・開催する関係者に止まらず多くの事業者等に

裨益することが一般的である。このようなケースでは、期待される経済

効果は大きいが、MICE 誘致・開催を直接担う関係者にとってはそうした

経済的利益の一部しか得られないことから、誘致・開催に十分な活動を

行うことが資金的・人的に困難となる場合が発生する。こうした場合に、

国や地方公共団体などの公的な主体がMICEを政策的に支援することで、

はじめて地域経済や我が国経済全体に十分な利益をもたらすことが可

能となる。 

 このように国や地方公共団体などの公的な主体が MICE を支援するこ

とが望ましいと考えられる事例としては、下記のようなケースが考えら

れる。 

 

① 民間企業等の個々の関係者にとっては投資/費用に見合った十分な

利益を生まないが、関係者全体としては大きな利益を生むことから、

国が投資をすることが望ましい場合。 
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② リスクが高く個々の民間企業等には十分な取り組みが期待しにくい

場合。 

③ 関係する民間企業等が現状的な十分な資金的・人的資源を有さず、

将来的に成長して十分な資金的・人的資源を有すれば支援の必要は

なくなるが、当面の間は公的な支援を行うことが望ましい場合。 

④ 国家間の競争があり、「国」が関与することそのものが競争上必要と

考えられる場合。 

⑤ その他（震災等の非常時における対応など） 

 

 

(2)国の喫緊な取り組みが期待される事項 

 上記のとおり、MICE 推進に当たって国の役割は大きく、かつ様々な

ケースが想定されうる。MICE の誘致・開催等の国際競争が厳しくなる

中、我が国はアジアの MICE 競合国に対して後れを取っているのが実情

であり、相対的に我が国の競争力は落ちつつあると言える。こうした

状況を踏まえて、国として下記の事項について喫緊に取り組むことが

必要である。 

 

① プロモーション 

・MICE 誘致に当たって、まず各国政府等が力を入れて取り組んでい

るものの一つがプロモーションである。海外の MICE 関係者（←ミー

ティングプランナー、PCO 等、開催者側に立つ関係者）が会議開催地

検討に当たって初期段階の重要なツールと位置づける海外見本市へ

の出展や、専門誌等への積極的な情報インプット・広告掲載等など

は、各国とも積極的に取り組んでいる。一方、我が国のプロモーシ

ョン活動は十分でないとの指摘が多い。 

・従来は、アジアの中での MICE 開催適地として我が国が圧倒的な優

位を占めていたため、プロモーションが多少不十分ではあっても十

分な競争力を持ち得たが、既述した国際間の競争激化により、従来

からのプロモーション不足が露呈してきたとも考えられる。実際に、

海外の MICE 関係者から見て、MICE 開催地としての存在感が乏しいと

の指摘は多く、我が国もプロモーションに力を入れることが求めら

れている。 
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② 誘致段階や誘致決定後における支援 

・MICE の具体的誘致競争において成否を握る主要ポイントは下記の

二点である。 

i) 開催地決定のキーパーソンへの適切なアピール 

ii) 開催地選定の考慮要素への適切な対応 

・前者については、各国ともこれらのキーパーソンを自国開催地に

招請し、会議開催地・施設の視察や開催地主催者の準備・意気込み

を直接キーパーソンに理解させ、または海外に所在するキーパーソ

ン等に自国から人を派遣し、直接のコミュニケーションを図りなが

ら誘致を働きかけることが行われている。 

・後者については、決定の考慮要素として開催施設のキャパシティ、

開催都市のアクセサビリティ、開催地の魅力等種々の要素がある中

で、最大の考慮要素である開催コストについての対応を求められる

ことを意味する。このため、各国とも誘致競争が行われる場合には、

当該会議や前後のエクスカーション等に主催者側が要する費用の一

部を誘致側が負担することなどを、積極的に提示する場合が多い。 

・こうした誘致活動は、会議主催者が全て負担して行うべきとの指

摘もあるが、会議を誘致・開催した場合に生まれる経済波及効果は、

会議主催者に止まらず、宿泊事業者、会議運営事業者、飲食事業者、

物販事業者、運輸事業者その他の極めて多岐にわたる事業者に裨益

することから、いずれの国でも会議主催者のみにその責任を負わせ

ず、国や自治体といった公的な主体が支援を行うことが一般的であ

る。 

・アジア等の MICE 競合国の誘致活動に対抗しつつ我が国が誘致を成

功させるためには、国としても必要に応じてこうした誘致等の活動

への支援を行うことが求められる。 

 

③ MICE 分野の競争力強化 

MICE の誘致・開催等にかかる国際競争は激しくなりつつあり、各

国ともプロモーションや誘致等の強化に加え、マーケティングや人

材育成等にも積極的に取り組んでいる。こうした中、我が国が MICE

分野で引き続き一定の地位を占めていくためには、MICE 産業全般の

国際競争力を向上していく不断の努力が必須である。具体的には、

下記のような取組を中心に、様々な観点から MICE 分野の事業者・関

係者の競争力の強化に向けた取組を進めていくべきである。 
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○マーケティングの高度化 

・MICE 分野の国際競争の激化や、新しい会議がどんどん生まれるな

ど、MICE 分野の変化は速く、従来にもましてマーケティングそのも

のの重要性が増している。MICE 分野のマーケティングを高度化しつ

つ、MICE の有する経済インフラ的な機能と融合しつつ、戦略的に取

り組む有用性も指摘されている。 

・例えば、シンガポールではシンガポール政府観光局（STB）が海外

22 都市の事務所を有し、海外諸国の MICE 動向・開催ニーズ等を把握

した上で、戦略的なマーケティングに取り組んでいるところ。 

・我が国も、MICE 分野の具体的な国際動向を踏まえつつ、本分野で

最大の効用を得るためのマーケティングの高度化、さらには MICE 分

野の戦略の策定を行うことが必要である。 

 

○人材育成 

・MICE の国際競争を勝ち抜くとともに、我が国で開催される MICE の

品質を高いものとするためには、MICE 関連の各種事業者・関係者に

高い専門性や国際性が求められる。一方、我が国においては、国際

的に競争力を有するミーティングプランナーやイベントプロデュー

サーなどの MICE 専門家の絶対数が不足しているのが現状である。 

・MICE の主要競合国である韓国では、官民挙げての MICE 重視戦略の

一つとして積極的に人材の育成に取り組んでいる。例えば、大学等

の高等教育における MICE 関連学科の設置、国家資格としての国際会

議企画士の設置、本分野の国際的な資格として信頼性の高い CMP

（Certified Meeting Professional）資格の取得支援等、人材育成

の強化に積極的に取り組んでいる。 

・人材の育成は、MICE 分野の競争力に直結するものであり、我が国

がMICE分野に注力していくためにまずもって取り組まなければなら

ない課題である。今後、研修、高等教育での MICE 導入、資格取得奨

励その他の方策を通じて、国として積極的に取り組む必要がある。 

 

 

○MICE 産業の我が国と海外主要国との比較分析 

 現状、我が国の MICE 事業者の競争力は必ずしも国際的に高くはな

い状況であり、我が国 MICE 産業の競争力を主要競合国に負けないも

のとすることが必要。 

競争力の強化のためには、まずもって欧米やアジアの競合国の
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MICE 産業の活動実態を把握・分析し、本分野におけるベストプラク

ティスの抽出、ビジネスモデルの分析等を行い、我が国 MICE 産業の

競争力向上を図ることが効果的と考えられる。 

 

○統計整備 

 我が国では MICE 分野の統計がほとんど整備されておらず、現状で

は国際会議や展示会について、一部の団体等が各々の定義等を用い

つつデータの収集整理を行っているのみである。今後、MICE 分野の

推進を図るためには、MICE の各分野の活動や実績について、現状の

把握やそれらを通じた課題の発見・分析等を行うことが必要であり、

そのためのインフラとして本分野の統計整備が必要である。 

 

 

４．まとめ 

・MICE の推進は様々な意義を有するが、経済的観点からは①経済波及効

果、②ビジネス機会創出・イノベーション創出、③都市の競争力・ブラ

ンド力向上といった幅広い意義を有する。これらの経済効果は極めて大

きく、MICE は経済成長のエンジンであると同時にインフラとも位置づけ

うる。 

・また、世界経済のグローバル化、新興諸国を中心とした世界の経済成

長、科学技術の複雑化等様々な要因を背景に、MICE の需要は着実に増加

しており今後とも拡大傾向にある。特に、アジア・太平洋地域の成長は

大きいと考えられる。 

・これらの MICE の重要性と MICE 市場の拡大を理由に、アジア・太平洋

地域においては、韓国、シンガポール、豪州等の主要国が MICE の誘致・

開催を国家レベルの戦略として重視し、官民挙げた積極的な誘致活動を

展開しており、域内の競争が激化しつつある。 

・一方、我が国は 90 年代において、その経済力等を背景にアジア域内

で極めて優位な MICE 先進国であったが、近年、相対的に地位は低下し

つつあり、このままではアジア域内の MICE 主要国としての地位を失墜

するおそれがある。 

・我が国が MICE 分野で引き続き競争力を有するためには、MICE 関係者

が官民を挙げて、その誘致・開催等に全力で取り組むべきである。 

・その際、MICE の経済効果は、MICE の直接的な関係事業者に止まらず

多くの企業・団体、地域経済や我が国経済全体に裨益するものであるこ

と、国と国との誘致競争の側面があることなどの理由から、MICE の推進
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において国の果たすべき役割は大きい。このため、地方自治体や民間事

業者との役割分担等も踏まえつつ、MICE の誘致・開催に向けて、国とし

て強力に取り組んでいくことが必要である。    

・国の MICE における役割・取組課題については、今後、本検討会でも

さらに検討を進めることとするが、喫緊の取組として、プロモーション、

誘致等の段階における MICE 主催者等への支援、MICE 関係者の競争力の

強化等について国としても予算措置等も含め全力で取り組んでいくべ

きである。 

・なお、これら以外にも MICE の推進に当たって、国をはじめとして、

地方公共団体・コンベンションビューロー、関係民間事業者・団体など、

MICE 関係者が今後、検討・取組を求められる課題はまだまだ多い。 

例えば、我が国の MICE 分野の戦略的対応のあり方、人材育成の具体

的手法の検討、MICE 誘致主体であるコンベンションビューロー等の体

制・取組の強化、アジアの競合国に比べて整備の遅れている MICE 関連

施設のあり方、その他検討すべき課題は数多くある。 

 本委員会では、本中間とりまとめ後も引き続き MICE 推進にかかる主

要な課題について検討を行い、問題点の整理と取組の方向性等について

の論点整理を進めることとする。 


