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１．MICEの意義

MICEとは、ミーティング、インセンティブ、コンベンション、エキジビジョン／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 あるの大まかな概念は下記の通りである。

ミーティング（M）：主に企業がグループ企業やパートナー企業などを集めて行う会議、大会、研修会等の会合
（＝コーポレートミーティング）。
インセンテ 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の とで 企業報インセンティブ（ 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のことで、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）：いわゆる国際会議であり、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。

キジビシ ン イベント（E） 国際見本市 展示会 博覧会とい た キジビシ ンとスポ ツ 文化イベントなどエキジビション・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とスポーツ・文化イベントなど
大小さまざまなものが含まれる広範な概念である。

Meeting Incentive(Travel)g
企業等のミーティング等。

例：海外投資家向け金融セミナー
グループ企業の役員会議 等

( )
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のこ
と。企業報奨・研修旅行とも呼ばれる。

例：営業成績の優秀者に対し 本社役例：営業成績の優秀者に対し、本社役
員によるレセプション、表彰式等を行う。

Convention
国際団体 学会 協会が主催する

Exhibition / Event
文化・スポーツイベント 展示会・見本市国際団体、学会、協会が主催する

総会、学術会議 等。

例：九州・沖縄サミット、世界水フォーラム、
国際サンゴ礁シンポジウム、
国際解剖学学会 ジ 心身医学会 等

文化・スポーツイベント、展示会・見本市。

例：東京国際映画祭、世界陸上競技選手
権大会、アジアバスケットボールリーグ、
東京モーターショー、国際宝飾展 等

※インセンティブやコンベンションを含めて広義のミーティングとも一般的に呼称される。
欧米諸国などではMICE全般を指してビジネスミーティング、ビジネスイベントと称する場合も多い。

国際解剖学学会、アジア心身医学会 等
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１．MICEの意義

日本で1万人規模の国際会議が開催された場合
MICE開催を通じた主催者 参加者等の消費支出は 開催

（１）高い経済効果 経済波及効果の算出例経済波及効果の算出例

・経済波及効果 ： 約 38 億円

・誘 発 税 収 額 ： 約 1.6億円（国税）

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。

出所）MICE開催による経済波及効果簡易測定モデルにて試算

（２）ビジネス機会やイノベーションの創出

出所）MICE開催による経済波及効果簡易測定モデルにて試算

MICEの機能MICEの機能

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、

アイディアの交換

ポリティカルな活動
イノベ ションのための

科学技術の発展・イノベーションの創出に大きく資する。

都市 競争力 ブ ド力向

ダウンロード
／アップロード

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

（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 リレーションシップの構築ビジョンの創造

容易さなどは、都市の競争力・ブランド力向上に寄与する。
出所）ICCA2012総会におけるPricewaterhouseCoopers講演より作成

5



１．MICEの意義 MICE開催による経済波及効果 地域の経済波及効果

MICEの開催は、会議開催、宿泊、飲食、その他を通じて開催地域、さらにその周辺地域に対して大きな経済効果を及ぼ
す。
こうした経済波及効果は、MICE開催都市や関連施設によって様々に試算されている。神戸市では平成19年度に市内で
開催されたコンベンション※における市内への経済波及効果を約1,447億円と推計しており、市内産出額の1.4％、観光
産業全体の経済波及効果の約30％に相当すると推計している。
※ミーティング（M）、インセンティブ（ I ）は含んでいないため、MICE全体の経済波及効果はより大きくなると考えられる。

東京ビッグサイトや横浜パシフィコでも、見本市や国際会議開催を通じた経済効果を試算しており、東京ビックサイトでは
都内の経済波及効果は約4,626億円、全国への波及効果は約7,547億円、パシフィコ横浜では同様に690億円、1,929
億円となっている。

大型MICE施設における、MICE開催による経済波及効果大型MICE施設における、MICE開催による経済波及効果

【東京ビッグサイト】 【パシフィコ横浜】

神戸市におけるMICE開催による経済波及効果神戸市におけるMICE開催による経済波及効果

直接効果
【市内】

経済波及効果
【東京都内】

経済波及効果
【横浜市内】

690億円

経済波及効果
【全国】

1,929億円

経済波及効果

【市内】
920億円

経済波及効果
【市内】

1,447億円

【東京都内】
4,626億円

出所）各社各施設HP、報告書等より作成
東京ビッグサイトは平成18年度、パシフィコ横浜は平成19年度の値出所）市内コンベンション経済効果調査報告書(神戸市)(2009年)

果
【全国】

7,547億円※上記数値は市内に発生した「直接効果」「経済波及効果」

1,447億円
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１．MICEの意義 MICE開催による経済波及効果 米国における経済効果

海外主要国でもMICE市場の規模やその経済効果が試算されている。海外主要国でもMICE市場の規模やその経済効果が試算されている。
米国では民間のMICE産業団体（Convention Industry Council）が米国におけるMICE分野の市場規模を試算している
が、売上高（生産額）で2,634億ドル（当時の為替レートで約25兆円） 、経済波及効果は約9,073億ドル。これは、米国の
旅行・観光市場の規模のほぼ1／4に匹敵する大きさ。
付加価値ベースで見た場合は米国GDPの約0.73％（直接効果によるもの）にのぼり、これは米国内の自動車産業よりも付加価値 で見た場合は米国 の約 （直接効果によるもの）にのぼり、 れは米国内の自動車産業よりも
大きな位置を占めるとしている。

アメリカのTravel & Tourism市場とMICE市場の規模比較アメリカのTravel & Tourism市場とMICE市場の規模比較 MICE産業と他産業の規模比較MICE産業と他産業の規模比較

産業分類 付加価値額（億＄） 就業者数（万人）

社会福祉関係 10,580 1,624

放送および通信 3,560 128

飲食サービス業 2,770 946

法務サービス 2,190 115

コンピューターシステム 1,700 143

石油ガス採取 1,420 16

Travel & Tourism
7,080億ドル

MICE
2,634億ドル

重複分
1,130億ドル

石油・石炭製品製造 1,200 11

トラック輸送 1,130 131

宿泊 1,090 176

MICE（Meetings） 1,061 165

生産額 付加価値額 雇 創出効果

ＭＩＣＥ部分

自動車・同部品製造 780 68

情報処理 760 31

演劇 ・プロスポーツ
・博物館等 710 55

航空輸送 620 46

生産額 付加価値額 雇用創出効果

Direct effects 
直接効果

2,634億ドル 1,061億ドル 165万人

Total economic 
t ib ti 9 073億ド 4 579億ド 630万人 映画およびレコーディング 600 37

アミューズメント・ギャンブル・
 レクリエーション 560 142

鉄道輸送 310 19出所）The Economic Significance of Meetings to the U.S. Economy （CIC 2011.2）より作成

contributions
経済波及効果全体

9,073億ドル 4,579億ドル 630万人
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１．MICEの意義 MICE開催による経済波及効果 海外各国のMICE経済効果

各国のMICE市場規模（売り上げ高ベース）（ドル換算）は以下の通り。場規 換算
これらMICE市場規模と各国のGDPを比較すると1.2％～2.0%にのぼり、MICEビジネスが各国経済の中で一定の規模
を保っていることがわかる。 （注：売り上げとGDP（＝付加価値ベース）は直接の比較はできないが便宜的に比較したもの）

各国のMICE市場規模※1とGDPに対するMICE市場規模の比率※2各国のMICE市場規模※1とGDPに対するMICE市場規模の比率※2

MICE市場規模：266億ドル
GDP：22,676億ドル

MICE市場規模:238億ドル
GDP:15,027億ドル

ＧＤＰに対する
MICE市場規模の比率：1.2%

MICE市場規模 36億ドル

1.6%

MICE市場規模:36億ドル
GDP:3,120億ドル

1.2%

MICE市場規模:2,634億ドル
GDP:139,737億ドル

1 9%1.2%

MICE市場規模:711億ドル
GDP:36,074億ドル

1.9%

MICE市場規模:181億ドル
GDP:10,355億ドル

出所）
各国MICE市場規模は以下の通り
アメリカ： The Economic Significance of Meetings to the U.S. Economy（CIC 2011.2）

※1：各国で計測方法、対象が異なるため、一概に横比較できない点に注意
アメリカ カナダ メキシ デン ク 様々な主体 の調査より MICE開催に伴い

2.0% 1.9%

アメリカ： The Economic Significance of Meetings to the U.S. Economy（CIC 2011.2）
メキシコ： The Economic Significance of Meetings in Mexico（ESTUR 2011.11）
ドイツ： Meeting& EventBarometer Germany 2012（EVVC 他 2012.5）
イギリス：eventia プレスリリース（eventia 2011.7.20）
カナダ：Canadian Economic Impact Study（MPI 2009.11）
デンマーク：The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark （Visit Denmark 2012.5）より作成
各国GDP（名目）はIMF Word Economic Outlook（2012.10）より抜粋

アメリカ、カナダ、メキシコ、デンマーク：様々な主体への調査より、MICE開催に伴い
発生する各種費用（宿泊、交通、飲食、会場使用料、その他イベント）を含む値
イギリス、ドイツ：会議場、イベント会場のみへの調査により把握した値

※2：MICE市場規模は売上高ベースの値となっており、
付加価値額の積み上げで表わされるGDPとは異なる概念の数値となっている点に注意
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１．MICEの意義 ビジネス機会やイノベーションの創出 MICEによる効果

MICEの開催は多様な人々の交流を促し ビジネス・科学技術振興等に必要不可欠な様々な効果を生み出すMICEの開催は多様な人々の交流を促し、ビジネス・科学技術振興等に必要不可欠な様々な効果を生み出す。
観光と異なるこうしたビジネス的な側面を重視して、MICEの推進を図る国・都市も多く、MICE誘致の主体となるコンベン
ションビューローが都市の経済部局の下にある場合も多い。
例えば、豪州シドニー市ではMICEが有する上記の機能を重視し、そのためにMICE誘致に力を入れている。下図は、同
市のレポートで分析しているMICEによる効果の一例市のレポ トで分析しているMICEによる効果の 例。

ナレ ジの共有

MICE開催による効果MICE開催による効果

ナレッジの共有
ビジネスの高度化や

新たな研究等の気付き新の製品情報や研究成果、技術共有
することによる新たなアイディアの創出

ネットワークの拡充

MICEの開催
販路拡大や

共同研究等の体制構築参加者同士が直接交流することによる
信頼関係 長期的ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの構築

対象ﾃｰﾏへの社会的関心向上

ビジネス・研究環境の向上

信頼関係、長期的ﾊ ﾄﾅ ｼｯﾌ の構築

当該MICEがメディア等で取り上げられる
と る注 度向 れ 伴う

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙへの機会提供

教育 人材育成

ことによる注目度向上や、それに伴う
スポンサー、予算等の確保等

9出所） 「A Scoping Study of Business Events：Beyond Tourism Benefits」（BUSINESS EVENTS SYDNEY 2010）等より作成

教育・人材育成ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝや研究者が 新の情報や業界
の著名人の講演を聞くことによる、知見
やモチベーションの向上



１．MICEの意義 都市の競争力・ブランド力向上 競争力指標としての国際会議

国際会議や展示会等のMICEの開催は、新たなビジネスやイノベーションを生み出すことから、都市の競争力強化に向
けての重要なパーツとなる。

世界各国の都市競争力の評価分析が各所で行われているが、上記の理由からその評価項目の中に「国際会議の開催」
が入っているのが通例。
下記のランキングはその一例だが、「国際会議の開催」を「法制度」、「フォーチュン500社のHQ数」、「人口増加率」、「国
際的な大学立地数」等と同等の重みで評価しており、都市競争力に占める国際会議の重要性を表す好例である。

「世界の都市競争力ランキング」（2012年）の評価指標としてのMICE「世界の都市競争力ランキング」（2012年）の評価指標としてのMICE

大項目 評価項目及び配分（100％ベ ス） 大項目 評価項目及び配分（100％ベ ス）大項目 評価項目及び配分（100％ベース） 大項目 評価項目及び配分（100％ベース）

経済力：30％
（Economic strength）

• GDP（PPP）：7.5％
• １人あたりGDP（PPP）：3.0％
• 都市のGDP成長率：12.5％ 等

社会・文化：5％
（Social and cultural
Character）

• 文化的活力：2.0％
• 開放性・多様性：1.0％
• 表現の自由・人権：1.0％ 等

物的資本：10％ • インフラの質：4.3％ 人的資本：15％ • 起業意欲・リスク受容性：3.8％物的資本：10％
（Physical capital）

インフラの質：4.3％
• 公共交通の質：1.4％
• 通信インフラの質：4.3％ 等

人的資本：15％
（Human capital）

起業意欲 リスク受容性：3.8％
• 人口増加率：1.9％
• 労働力人口：1.2％ 等

金融の成熟度：10％
（Financial maturity）

• 金融産業の裾野の広さ：10％ 環境・自然災害：5％
（Environment and
natural hazards）

• 災害リスク：1.7％
• 環境管理：3.3％

natural hazards）

制度の有効性：15％
（Institutional
effectiveness）

• 自治体財政の自律性：4.3％
• 政府の効率性：4.3％
• 法制度：2.1％ 等

グローバルアピール：
10％
（Global appeal）

• フォーチュン500企業のHQ数：2.0％
• 国際航空便数：2.0％
• 国際会議・コンベンション開催数：2.0％
• 国際的な大学立地数：2.0％
• 国際的シンクタンク数：2 0％• 国際的シンクタンク数：2.0％

総合 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾋﾟｰﾙ

東京 68.0 44.4

大阪 52 9 11 4

総合 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾋﾟｰﾙ

シンガポール 70.0 43.2

シドニー 63 1 25 5
＜評価結果＞
日本・アジアの

10出所） Citiグループ及びThe Economist Newspaper 「The Global City Competitiveness Index」より一部抜粋

大阪 52.9 11.4

名古屋 52.3 5.1

福岡 47.7 2.6

シドニ 63.1 25.5

ソウル 60.5 30.6

上海 55.2 22.6

日本 アジアの
主要都市



１．MICEの意義 MICEの機能～MICEは新たな価値の創造を行う場を提供する、経済のソフトインフラ～

MICEの開催は、ネットワークの構築、知識や情報の共有等を通じて、ビジネス機会やイノベーションを創出し、都市の競MICEの開催は、ネットワ クの構築、知識や情報の共有等を通じて、ビジネス機会やイノ ションを創出し、都市の競
争力・ブランド力向上に寄与するとともに、地域経済に大きな経済効果を与えるもの。

近年、製造業やサービス業中心の経済からナレッジ経済化への移行が進んで行くにつれ、様々な分野間、さらにはス
テークホルダー間を結びつけて新たな価値を創造する必要性がとみに指摘されている。MICEは、まさにこうした新たな
価値を生み出す場を提供するビジネスであり、経済成長を支えるソフトインフラの機能を有する。

食料 環境
ク ペリ ン

ＩＴ

価値を生み出す場を提供するビジネスであり、経済成長を支えるソフトインフラの機能を有する。
海外のMICEビジネス関係者の間では、こうしたMICEの機能に着目し、積極的に対応していくための議論が活発化して
いる。

食料

観光

環境
エクスペリエンス

産業

ＩＴ

航空 金融
M
I
C

都市

大学

アカデミア 変化に向けての
モビライザ

E
は
、
経

ソ
フ
ト

＜これからのMICE機能＞
～ステークホルダー間の仲介

により新たな価値を創造する～

都市
研究所

モビライザー 経
済
成
長

イ
ン
フ

により新たな価値を創造する～

起業家
ノン

プ
積極的関与・支援

長
の
た
め

ラ

出典）ICCA2012総会におけるPricewaterhouseCoopers講演より作成

起業家
プロフィット

積極的関与 支援
の
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２．MICE市場の動向 国際会議開催トレンド 世界及び地域別の開催状況

国際会議関連団体・事業者を会員とする国際団体のICCA（International Congress and Convention Association）の統議 員 g 統
計によれば、世界全体の国際会議の開催件数は年々増加している。

開催地域別の開催件数の推移をみると、国際機関・学会の本部の多くが設置されている欧州が世界全体の約半数を占
めているものの、急速な経済成長を背景にアジアや南米地域は特に開催件数の伸びが高い。

過去10年間の開催件数増加率では、欧州が1.6倍程度となっているのに対し、アジア・中東地域は2倍程度に増加している。

世界及び地域別の国際会議開催件数の推移世界及び地域別の国際会議開催件数の推移

開催件数

9,536
10,149 10,346 10,406

10,070
10,000

12,000

開催件数

1 836 1 850 1,960 1 7251 043
1,081

1,172
1,258 1,235 1,194

1,195

626
728

802
884

948 1,020 1,017 1,056

6,155 6,405

7,642
8,121

8,745

8,000
Oceania

Africa

Latin America

956 903

1,313
1,370

1,572
1,757

1,836 1,850 1,960 1,725

917 922

1,028
1,043

443 545

4,000

6,000 North America

Asia/MiddleEast

Europe

3,461 3,625
4,227 4,491 4,789 5,166 5,490 5,594 5,601 5,541

0

2,000

出所）ICCA「Statistics Report2002-2011」より作成
※ICCAデータベースはICCA会員の申請・登録によって作成されているため直近年の数値は今後も増加する可能性がある

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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２．MICE市場の動向 国際会議開催トレンド アジア主要国と我が国の開催状況

アジア太平洋地域を国別に見ると、我が国を含む主要国は近年全て開催件数を伸ばしている。洋 見 、 数
90年代は域内では日本が圧倒的な存在感を示していたが、2000年前後から中国、韓国、シンガポール等の主要国が開
催件数を大きく拡大しているところ。

アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数（1991～2011）アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数（1991～2011） 世界における国別の国際会議開催件数（2011）世界における国別の国際会議開催件数（2011）

350
（件数） 順位 国名 件数

1 米国 759

アジア 大洋州における主要国の国際会議開催件数（1991 2011）アジア 大洋州における主要国の国際会議開催件数（1991 2011） 世界における国別の国際会議開催件数（2011）世界における国別の国際会議開催件数（2011）

250

300

豪州

中国 2 ドイツ 577

3 スペイン 463

4 英国 434

200

韓国

豪

日本

5 フランス 428

6 イタリア 363

7 ブラジル 304

8 中国 302

100

150
8 中国 302
9 オランダ 291

10 オーストリア 267

11 カナダ 255

0

50

シンガポール 12 スイス 240

13 日本 233
14 ポルトガル 228

0

19
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19
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19
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19
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19
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19
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20
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20
01

20
02

20
03
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20
09

20
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20
11

出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成

15 韓国 207
16 オーストラリア 204
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２．MICE市場の動向 国際会議開催トレンド アジア・大洋州主要国の状況

アジア太平洋地域は国際会議の開催件数の増加率を国別で比較すると アジアの主要国は全て我が国よりも急速に増アジア太平洋地域は国際会議の開催件数の増加率を国別で比較すると、アジアの主要国は全て我が国よりも急速に増
加。特に過去10年、中国、韓国等が大きく開催件数を伸ばしている。
域内の主要5ヶ国（日本、中国、韓国、シンガポール、豪州）の総開催件数に占める我が国のシェアを見ると、20年前に
は5ヶ国の開催数の51％を占めていたところ、その後一貫して低下し続け昨年は21％にまで落ち込んでいる。

アジア域内の成長に伴って我が国の占める割合がある程度低くなるのはやむを得ない面もあるが それ以上に我が国アジア域内の成長に伴って我が国の占める割合がある程度低くなるのはやむを得ない面もあるが、それ以上に我が国
の誘致競争力が落ちつつある証左とも懸念される。

アジア・大洋州地域の主要国の国際会議開催件数に対する
日本のシ ア推移 （1991 2011）

アジア・大洋州地域の主要国の国際会議開催件数に対する
日本のシ ア推移 （1991 2011）アジア・大洋州地域の主要国の国際会議開催件数増加率アジア・大洋州地域の主要国の国際会議開催件数増加率 日本のシェア推移 （1991～2011）日本のシェア推移 （1991～2011）アジア 大洋州地域の主要国の国際会議開催件数増加率アジア 大洋州地域の主要国の国際会議開催件数増加率
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出所） ICCAデータベース（2012年9月時点データ）より作成
※ICCAデータベースはICCA会員の申請・登録によって作成されているため直近年の数値は今後も増加する可能性がある
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２．MICE市場の動向 国際会議開催トレンド 国際団体等の海外有識者の見方

ICCA（国際会議協会）ICCA（国際会議協会）

アジアのMICE 業界において、日本は90 年代には圧倒的な存在感を示していた。現在はシンガポール、韓国など多くの

ライバルが躍進を遂げ日本の独占市場ではなくなった。

アジアはヨーロッパ、アメリカにくらべて学会、企業ミーティングの開催件数の伸びが顕著である。イベントに関してもこれ

からアジアは伸びていくだろう。

アジアにおけるMICE 開催地としての競争力は 1 位：ソウル、2 位：上海、3 位：シドニー、4 位：東京の順番だと考えてい

IAPCO（国際PCO協会）IAPCO（国際PCO協会）

アジアにおけるMICE 開催地としての競争力は 1 位：ソウル、2 位：上海、3 位：シドニ 、4 位：東京の順番だと考えてい

る。

リージョン単位で会議の規模が大きくなっている。特にアジアでのリージョンレベルの会議の増加が著しい。

海 会議 営専 会社海 会議 営専 会社

日本が強みを持つハイテク、医学等以外の分野では、競争力が無いわけではないが、特に日本で開催する理由も見当た

らない、というのが正直なところである。主催者にはソウル、釜山、シンガポールの方が魅力的に映るだろう。

日本はMICE開催地としてのイメ ジを回復させる とが何よりも重要である 今後の3 5年で何をやるか早急に決定す

海外PCO（会議運営専門会社）海外PCO（会議運営専門会社）

日本はMICE開催地としてのイメージを回復させることが何よりも重要である。今後の3～5年で何をやるか早急に決定す

る必要がある。その間にも、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、差は開きつつある。

近い将来、アジア・大洋州レベルの会議が増加していくだろう。アジアは今後 、リージョン単位での開催が進み、アジア・

大洋州が世界No 1のマーケットになるであろう。大洋州が世界No.1のマ ケットになるであろう。

70 、80 年代当時は、日本の施設は他のアジア諸国と比べ、各段に優れていた。この時期、国際会議は当然のように日

国際会議誘致コンサルタント国際会議誘致コンサルタント

出所）MICE誘致戦略・施設のあり方に関する調査に係るヒアリングより作成

本で開催されていたが、現在は周辺国の施設も立派になり、経済・社会も成熟しつつある。必ずしも日本が無条件で選択
されなくなり、競争が激化している。 まずは、日本が置かれている、このような状況を認識すべきであろう。
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２．MICE市場の動向 国際会議開催トレンド 我が国が置かれている状況

アジア 大洋州の国際会議ビジネスの急成長 世界都市別国際会議開催件数世界都市別国際会議開催件数

世界の国際会議ビジネスは成長基調であり、その中でもアジ
ア・大洋州地域の会議開催件数は大きく伸びている。

アジア・大洋州の国際会議ビジネスの急成長

順位 都市名 件数

1 ウィーン 181
2 パリ 174

世界都市別国際会議開催件数世界都市別国際会議開催件数

アジア・大洋州地域の多くの国が、MICEを成長分野と捉
えて近年急速に力を入れている。

2 パリ 174
3 バルセロナ 150
4 ベルリン 147
5 シンガポール 142

競合国の取組強化

えて近年急速に力を入れている。

≪韓国≫
・政府が定めた17の成長分野の一つにMICEを位置づけ。
・ 2018年までに国内GDPに占めるMICEの割合を1.5％と

… … …

10 北京 111
13 ソウル 99
20 台北 83年までに国内 に占める の割合を と

する目標設定。

≪豪州≫
・MICEを経済成長の重要産業と位置づけ「国家ビジネス

20 台北 83
21 クアラルンプール 78
22 香港 77
24 上海 72

を経済成長の重要産業 位置 け 国家 ジネ
イベント(＝MICE）戦略」を策定。豪州経済全体の付加価
値の2%（＝61.3億ドル）を産出すると設定。

国際競争の激化

26 バンコク 70
31 メルボルン 62
34 シドニー 57
41 東京 50

我が国は、90年代はアジアの中で圧倒的なMICE先進国であったが、
域内競合国による競争激化により、 早その優位は失われている。

国際競争の激化 41 東京 50
※ 日本は東京の41位が 高。

※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

アジア・大洋州を中心にMICEビジネスはこれから大きく成長が見込まれる一方、
アジア・大洋州域内の競争は激化しており、このままでは日本の地位失墜のおそれ
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２．MICE市場の動向 ミーティング/インセンティブ/見本市・展示会の状況

C（コンベンション）については ある程度国際比較が可能な統計が存在するが M（ミーティング）およびI（インセンティブC（コンベンション）については、ある程度国際比較が可能な統計が存在するが、M（ミ ティング）およびI（インセンティブ

ツアー）に関しては、各国ともその把握が出来ていない場合が多く、仮に行っている場合でも定義等が統一されてないこ
とから各国の比較・分析などは困難な状況。
我が国もM（ミーティング）やI（インセンティブ）についての現状把握はできておらず、今後取り組むべき課題。

イギリスのMICE別市場規模（2012年）イギリスのMICE別市場規模（2012年） アメリカのMICE別市場規模（2009年）アメリカのMICE別市場規模（2009年）

13%
337億ドル

コンベンション/コン

トレードショー

M

E
4%

12億ポンド
インセンティブトラベル

エキシビション

E I

タイのMICE別市場規模（2011年）タイのMICE別市場規模（2011年）
52%29%

13%

729億ドル

コーポレート
ビジネスミーティング

コンベンション/コン
ファレンス/コングレス

M

CE64%

32%
93億ポンド

ンフ レンス

エキシビション

M&C

5%

1,321億ドル

132億ドル

ビジネスミ ティング

インセンティブミーティング

I
32%

17%

7億4 000万ドル

3億8,000万ドル

ミーティング
コンベンション

エキシビション

M188億ポンド

コンファレンス
＆ミーティング

132億ドル

The Big News About Meetings  
（Association Meetings 2011.4）

19%
32% 7億4,000万ドル

4億4,000万ドル

7億2,000万ドル

インセンティブツアーI
C

Britain For Events-A report on the size
and value of Britain‘s events industry, its characteristics, 

trends, opportunities and key issues-(2012)※1

※1 値の算出方法等は不明
※2 経済波及効果として推計されており、会場やPCO、ホテル等への直接経済効果に加えレストラン、旅行代理店、交通機関等の間接効果も含む

2011 National Multiple Benefits from MICE Business※2
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２．MICE市場の動向 ミーティング/インセンティブ/見本市・展示会の状況

UFI（国際見本市連盟）によれば アジア地域の展示会開催規模は 2009年の1 490万㎡から2010年には1 554万㎡UFI（国際見本市連盟）によれば、アジア地域の展示会開催規模は、2009年の1,490万㎡から2010年には1,554万㎡、
2011年には1,590万㎡へと毎年数パーセントずつ増加している。2011年時点の国別内訳を見ると、中国873万㎡（約
55％）、日本187万㎡（約12％）となっており、両国で全体の7割近いシェアを占めている。
アジア各国の展示会開催件数を見ると、日本が2007年をピークに開催件数が減少傾向にあるのに対し、中国や韓国に
おいては その経済成長を背景として開催件数が増加傾向にあることが読み取れるおいては、その経済成長を背景として開催件数が増加傾向にあることが読み取れる。

アジア地域の展示会開催規模推移アジア地域の展示会開催規模推移 アジア各国の見本市・展示会開催件数推移アジア各国の見本市・展示会開催件数推移

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

日本 1,109 991 574 516 528 692 721 621 603 6111,490万㎡

1,554万㎡
1,590万㎡

1,630万㎡

日本 1,109 991 574 516 528 692 721 621 603 611

中国 1,840 2,027 3,298 2,467 3,800 4,320 4,270 4,490 4,920 5,400

香港 67 67 67 68 66 92 95 110 118 118

韓国 221 248 268 300 336 353 354 409 422 479

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 94 73 - - - - - - - -

, 万

4.2％
増

2.3％
増

2.5％
増 ｼﾝｶ ﾎ ﾙ 9 3

タイ 250 271 296 369 363 - - - - -

2009年 2010年 2011年

増 増

2012年

増

日本： ㈱ピーオーピーのデータより。2003年以降、対象を見直して企業個展等を除外。
中国：中国国貿促より
香港：香港展覧会議業協会より
韓国：韓国見本市主催者協会より
シンガポール：Singapore Tourism Boardより
タイ：Thailand Convention & Exhibition Bureauより（注）UFIが把握している見本市・展示会のみを集計しており 必ずしもアジア地域で

2009年 2010年 2011年 2012年
（予測）

タイ：Thailand Convention & Exhibition Bureauより
各国の「見本市・展示会」の対象・補足範囲が異なるため、国毎の数値比較は不適当

出所）JETRO資料（ http://www.jetro.go.jp/j-messe/column/pdf/fair_exhibition.pdf ）より

（注）UFIが把握している見本市・展示会のみを集計しており、必ずしもアジア地域で
開催された見本市展示会を網羅しているものではない

出所）UFI 「The Trade Fair Industry In Asia 」（7th edition＋ 8th edition）より
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２．MICE市場の動向 日本と海外主要国のMICEの取組・動向

シンガポ ル 韓国シンガポール 韓国

・韓国経済の成長１７分野の一つとしてMICE産業を選定。
・２０１８年までにMICE産業でGDPの1.5％を達成すること

を目標設定

・観光・MICE産業を振興するための計画策定
・同国主要産業分野（特に金融、バイオメディカル・ヘルスケア、

環境 ネ ギ 等）に重点化したMICE誘致推進等 戦略 を目標設定
・コンベンション企画士（国家技術資格）等を整備。

・２００６年 「国際会議産業育成基本計画」を策定
・２００８年 「展示産業発展法」を規定

環境・エネルギー等）に重点化したMICE誘致推進等、戦略
的な取組みを実施。

・Suntec SingaporeやMarina Bay Sands等の機能性の
高い大型MICE施設等を整備し、MICEデスティネーションと

しての競争力を高めている

MICEを国の戦略的分野として
位置付け、法律や計画で裏打ち

や 大型 施設を整備

しての競争力を高めている。

S （シ ガポ ）

オーストラリア

出所：KINTEX HP
・KINTEXやCOEXの大型のMICE施設を整備
する等、多様なニーズに応じたベニューを提供

Marina Bay Sands（シンガポール）

オ ラリア

国家的枠組み
BE戦略実行

グループの結成

MICEを経済成長の重要産業と位置づけ、国家戦略を策定。
1995年「A National Strategy for the Meetings ,Incentices, 

Conventions and Exhibitions Industry」

≪国家戦略の策定≫

BE
産業界

政府

関連省庁
政府観光局観光大臣BECA（※）

観光産業一般産業、

y
2008年「National Business Events Strategy for Australia 2020」

政府と産業界、都市の連携体制を構築し、関係者が一体
となってMICEを誘致している。

≪政府と産業界の連携≫

関連省庁
（貿易促進庁、
外務通産省）

政府観光局
（BEA、TRA）

観光大臣、
観光担当局

BECA（※） 般産業、
商工関連

組織

※）BECA（ビジネス・イベンツ・カウンシル・オブ・オーストラリア）：ビジネスイベントに関与する
オーストラリア全国合同連合会

となってMICEを誘致している。
≪国際的ネットワークの形成≫

シドニー：ソウル・ロンドンとともにFuture Convention Cities Initiative
を形成し、情報やノウハウの共有に戦略的な取組を展開。
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Ⅱ ＭＩＣＥ誘致における国際競争力の強化Ⅱ ＭＩＣＥ誘致における国際競争力の強化

１．MICEマーケティング

◆ マーケティングの必要性・重要性
◆ 一般的なマーケティングの要素◆ 般的なマ ケティングの要素
◆ マーケットリサーチ
◆ 目標設定◆ 目標設定
◆ ターゲティングとポジショニング
◆ プロダクト◆ プロダクト
◆ プロモーション・誘致活動
◆ 受入環境等

20
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１．マーケティングの必要性・重要性

マーケティングとは、顧客（市場）の動向・ニーズを把握し、競合先分析と自己分析によって、顧客に訴求マ ケティングとは、顧客（市場）の動向 ズを把握し、競合先分析と自己分析によって、顧客に訴求
すべき“価値”を見出し、その提供方法を検討・実践する一連の活動を指す。
限られたリソースを活用して効率的に成果をあげることを目的とし、「誰に（Who）」、「何を（What）」、「どの
ように（How）」売るのか、という戦略を構築するのがマーケティングの目的。

マーケティングとは、顧客にとっての効マーケティングとは、顧客にとっての効
顧客が真に求める商品やサービスを
探り、・・・・・顧客が効果的にその商品
顧客が真に求める商品やサービスを
探り、・・・・・顧客が効果的にその商品

用、価値、価格、事情からスタートする。

ピーター・ドラッカー

用、価値、価格、事情からスタートする。

ピーター・ドラッカー

やサービスを得られるようにする活動

フィリップ・コトラー

やサービスを得られるようにする活動

フィリップ・コトラー

顧客（市場）が買いたいと思うものは何か？
⇒ニーズオリエンテッド

顧客に“価値”を提供し、その対価を得る

「売りたいもの」を売る
⇒シーズオリエンテッド

顧客に買ってもらう・買っていただく顧客に 価値 を提供し、その対価を得る
顧客がモノ・サービスで得る “効用”を売る
価格＝顧客が得た“価値”への対価

顧客に買ってもらう 買っていただく
顧客にモノ・サービスを売る
価格＝コスト+利益

今ある商品・サービスを売る活動は“販売”。 これだけでは価格競争に巻き込まれ、競争は厳しく、利
益も僅か。
顧客との対話、競合先との差別化によって売れる仕組み・勝つ仕組みをつくるのが、“マーケティング”

マーケティング ＝ “勝つ仕組み”づくりマーケティング ＝ “勝つ仕組み”づくり
21



１．マーケティングの必要性・重要性 ～海外・国内の取組事例～

世界の有力都市・コンベンションビューローは、MICE分野の誘致を戦略的・中長期的に強化するための世界 有力都市 ン ンション は、 分野 誘致を戦略的 中長期的 強化するた
マーケティング戦略の策定・実施に精力的に取り組んでいる。
一方、我が国では、MICEマーケティングに戦略的に取り組んでいる所が少なく、海外に遅れを取りつつあ
る。

• ターゲットMICE分類・分野
コンベンションと企業ミーティングコ

ペ
• 国内都市・コンベンションビューローで、

MICEの誘致に関するマーケティング等の

国内都市・コンベンションビューローの状況国内都市・コンベンションビューローの状況海外でのマーケティング取組事例海外でのマーケティング取組事例

・過去3年間で

誘致成功件
数が倍増

コンベンションと企業ミ ティング
医療、医薬品、生命科学、IT、グリーンテクノロジーに重点

• ターゲット・プロモーション
地元の大学教授、医師等の有識者
→アンバサダーに任命し、特定分野の誘致を推進

• 戦略は3年ごとに策定。戦略に基づいた具体的なアクションプランは毎

ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン

MICEの誘致に関するマ ケティング等の

戦略を「策定している」ところは全体の約
15%に留まっている。

• 現段階では十分な戦略性を持っているとは
言えない状況

戦略は3年ごとに策定。戦略に基づいた具体的なアクションプランは毎
年設定。

ン

ターゲットMICE分類・分野
企業ミーティング、コンベンション、展示会に重点

技術 デジタルア ト 医学 生物学 製薬 保険 金融 ネルオ ・全米のMICE 策定している

MICEの誘致に関する
マーケティング戦略や計画を・・・

言えない状況。

技術、デジタルアート、医学、生物学、製薬、保険、金融、エネル
ギー、小売、食品、軍事に重点

• ターゲット・プロモーション
意志決定者に直接訴えかけるエグゼクティブ層向けメディアキャン
ペーン

KPI

オ
ー
ラ
ン
ド

・全米のMICE
市場でのシェ
アは第4位
（2010年）

15%

策定している

策定中・策定予定

策定していない

• KPI
2014年までにミーティングトラベル客数の市場シェア3.2%

• ターゲットMICE分類・分野
コンベンションと展示会
科学分野に重点 ・開催件数ベー

20%65%

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

科学分野に重点

• ターゲット・プロモーション
大田市が中心となり、科学関係のMICEに特化した世界4都市との

アライアンスを設立。科学関連の国際会議主催者の情報交換、共
同プロモーション等を実施

大
田

開催件数ベ
スで毎年2桁
成長を達成
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１．一般的なマーケティングの要素

いわゆる一般的なマーケティングは

目標設定・目標設定・

いわゆる一般的なマーケティングは、
①マーケットリサーチ、②目標設定・ターゲティング・ポジショニング、③マーケティングミックス から成る。

ビ

マーケットリサーチ（3C分析）マーケットリサーチ（3C分析）
目標設定

ターゲティング・
ポジショニング

目標設定
ターゲティング・
ポジショニング

マーケティング・ミックス（4P）マーケティング・ミックス（4P）

商品・サービス（Product）
何を売るのか？＝何が売れるのか？

ターゲット顧客のニーズに合致した商
品とは？

商
品
・

商
品
・

顧客（Customer）
マーケットトレンドの分析
顧客ニーズ・ウォンツの分析

目標設定

品とは

価格（Price）

◆ 顧客はどれだけの価値を見出すか？
マーケットを取れる価格はいくらか？

・
サ
ー
ビ
ス

・
サ
ー
ビ
ス

競合（Competitor）
競合の商品・サービス分析

競合の価格・流通・プロモーション戦略

取組分野の重点化
（ターゲティング）

マ ケットを取れる価格はいくらか

流通（Place）

どこで売るのか？

ターゲット顧客の特性に応じた流通戦

の
一
層
の

の
一
層
の自社（Company）

競合の価格・流通・プロモ ション戦略
分析

競合先との差別化
（ポジショニング）

略とは

プロモーション（Promotion）

顧客を購入行動までどのように導く

販
売
・
提
供

販
売
・
提
供

競合・顧客分析を踏まえた自社の強
み・弱みの把握

か？
ROIの高いプロモーションツールは何
か？

供供
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１．マーケットリサーチ 市場分析

マーケットリサーチの 初のステップとして 国際会議の開催動向等を把握し 将来的に伸びる市場の特マーケットリサーチの 初のステップとして、国際会議の開催動向等を把握し、将来的に伸びる市場の特
定等を行う市場分析を実施することが重要である。

市場分析を行う際には、国際会議全体のトレンドを見るだけではなく、セグメント別に分析を行うことによ
り、一層鮮明に市場の特徴を把握することができる。

セグメント別分析の観点（例）セグメント別分析の観点（例）

国際会議のマーケットセグメント（例） 分析の観点（例）

日本開催の国際会議の
ローテーション類型による分析例

日本開催の国際会議の
ローテーション類型による分析例

件

ローテーション
（全世界、アジア地域・・・）世

界
世
界

成長性

国際会議 ケ ト グ ト（例）

140

160

180

200

151件
169件

分野
（医療、技術、経済、教育・・・）

予算規模

界
で
開
催
さ

界
で
開
催
さ ×

収益性

競合都市の有無 80

100

120

140

世界全体

アジア/太平洋域内

（○○万円以上、××万円以下・・・）

参加人数規模
（ ○○名以上、××名以下・・・）

さ
れ
る
国
際
会

さ
れ
る
国
際
会

× 競合都市の有無
（競合都市の強み・弱み）

自都市の強み
20

40

60

80

52件

・
・

会
議
会
議

・
・

施設ニーズ
（ 会議室、展示場、バンケット・・・）

出典：ICCA（国際会議協会）統計より観光庁作成

0
2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010

27件

・
・

・
・ 近年、世界全体のローテーション会議よりアジア域

内でのローテーション会議の開催件数が日本では増
えており、今後の成長が期待される。
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会議誘致に当たっての顧客が誰であるかを理解し、

１．マーケットリサーチ 顧客（主催者等）分析

会議誘致に当たっての顧客が誰であるかを理解し、
そのニーズや関心事項を理解することが重要。

国際会議誘致における顧客
①会議主催者：国際団体本部。会議開催地の決定権者であり、誘致に当たっての

直接的な顧客となる。
②会議参加者：通常の国際会議は、参加者自身が参加の意思決定をするため、

参加者も会議誘致における顧客となる。

①会議主催者のニーズ・関心事項
・団体の会員数拡大 ・主催会議の参加者拡大 ・団体の収入源確保
団体の活動内容の情報発信 団体活動への参加者の積極的関与

参加者も会議誘致における顧客となる。

・団体の活動内容の情報発信 ・団体活動への参加者の積極的関与 ・・・

例えば、近年は中国の成長をいかに会員獲得に結びつけられるかが、多くの団体共通
の関心事項となっている。項

②参加者のニーズ・関心事項
・良質のナレッジの共有 ・ネットワーキングの機会拡大
パ ソナライズされた会議プログラム 開催地での体験・パーソナライズされた会議プログラム ・開催地での体験 ・・・

MICEはビジネスであり、参加者の関心は会議で得られるナレッジやネットワーキングが主。
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MICEマーケットを巡って様々な都市が活動を行っており、その競合都市の強みや特徴、活動内容の把握

１．マーケットリサーチ 競合分析

MICEマ ケットを巡って様々な都市が活動を行っており、その競合都市の強みや特徴、活動内容の把握
は必須と言える。

主催者へのヒアリング等を通じて、自都市がどの分野で、どこの都市と競合しているかを特定し、競合都
市の強みや、注力している分野の把握を行うことで、適切に競争環境を把握できる。

競合先分析（例）競合先分析（例）

シンガポール シドニー ソウル

注力分野

自然・資源分野に注力
• 州政府の経済発展計画で重視されてい

る再生可能エネルギーや鉱物資源、
林業、漁業等の自然資源分野のMICEを
積極的に誘致。

ｸﾞﾘｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ分野等に注力
• グリーンテクノロジー産業、ツーリズム産

業、デジタル産業、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽ業
（会計士、弁護士等）、製造業分野の
MICE誘致に注力。

金融・ﾍﾙｽｹｱ・環境分野に注力
• 金融、ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾍﾙｽｹｱ、環境・ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ等の分野でMICEの誘致に特に注力
• MICE開催を通じた、戦略的な産業振興

を標榜している。

誘致・開催
支援策

開催支援金の増額等による競争力強化
• 国際会議開催支援金として 大2億ウォ

ン/件を支給。
• コンベンションビューローによる窓口のワ

ト プ化や MICEボラ テ アによる

国際ネットワーク、ユニークベニュー等の活用
• FAMトリップ開催、世界6都市との提携

等、積極的なネットワーキングを展開。
• オペラハウス等のユニークベニュー開発

国家的取り組みとしてMICEを振興
• 国策としてMICE誘致注力しており、豊富

なMICE誘致予算を背景とした高額な開
催支援金を支給（金額非公開）。
海外招待客 講演者等 対する出入国

MICE施設の

ンストップ化や、MICEボランティアによる
開催支援等にも取組んでいる

オペラハウス等のユニ クベニュ 開発
にも注力し、誘致競争力を強化

競争力あるMICE施設で多様なニーズに対応
• 同一エリア内にMICE関連施設が集積す

る都心立地型コンベンシ ン施設の

ﾀﾞｰﾘﾝﾊｰﾊﾞｰ地区のMICE施設を拡張予定
• ﾀﾞｰﾘﾝﾊｰﾊﾞｰ地区にホテルや商業施設

が集積。

• 海外招待客・講演者等に対する出入国
手続きの簡素化といった支援も充実。

アジアを代表するMICE施設が集積
• Suntec Singapore、Marina Bay Sands

といった大型の複合的MICE施設や、ホC 施設の
整備状況

る都心立地型コンベンション施設の
COEXと、10万㎡強に拡張した大型展示
施設KINTEXで幅広ニーズに対応。

集積。
• 同地区に立地するMICE施設である

Sydney Convention and Exhibition 
Centerを拡張予定。

大 複合 施設 、
テル等の集積。

• チャンギ空港のアクセスの良さやが強
み。

・
・
・

写真出所：シンガポール、シドニー：JETROホームページ、ソウル：COEXホームページ 26



１．マーケットリサーチ 海外CBと我が国CBのリサーチ取組状況

データ収集やデータベースの活用事例データ収集やデータベースの活用事例 国際アライアンスを活用した情報収集国際アライアンスを活用した情報収集

◆データ収集（世界のCB）

・統計データを収集していますか？
10.1%

デ タ収集やデ タ スの活用事例デ タ収集やデ タ スの活用事例 国際アライアンスを活用した情報収集国際アライアンスを活用した情報収集

・MICE分野の顧客（主催者等）情報・競合都市情報はなかなか表面に出て
こず、入手困難なのが実態。

・こうした情報交換を目的の1つとしてコンベンションビューローの国際アラ

イアンスが多数生まれているが 我が国のコンベンションビューローは全・統計データを収集していますか？

Yes  89.9% 89.9
%

Yes

No

国際アライアンスに加盟していますか？

◆世界のCB

イアンスが多数生まれているが、我が国のコンベンションビュ ロ は全
く加盟していない状況。

27 9N=131

国際アライアンスの例

B t Citi Gl b l Alli E Citi

◆データベースの活用事例（国内のCB）

・MICE市場の情報収集のために

%
・国際アライアンスに加盟していますか？

Yes  27.9%
27.9
%

72.1
% Yes

N 131

・Best Cities Global Alliance ・Energy Cities
・Future Convention Cities ・Alliance of Brain Cities

MICE市場の情報収集のために
独自の会議情報データベースを
活用していますか？

Yes  47.6%

47.6
%

52.4
%

Yes

No
◆国内のCB

No

N=42

N=131

・競合都市の情報収集のために
独自の会議情報データベースを
活用していますか？

Yes 19 0%

・国際アライアンスに加盟していますか？

Yes  0.0% 100.0
%

Yes

19.0
%

81.0
%

Yes

No

出典：”ICCA Sector Destination Marketing Survey 2012“及び「自治体・コンベンションビューロー等の現状把握調査」（観光庁）より作成

Yes  19.0% % No

※国内・海外の調査で調査方法、質問項目が異なるため、一概に横比較できない点に注意

N=42N=42

MICEのようなB2B市場においては、一般的な観光分野以上に情報収集・マーケットリサーチが重要。
海外の競合都市は積極的な情報収集を行っているのに比べ、我が国はリサーチが不足しており、
その強化が急務。
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１．目標設定 評価指標の設定

自都市がMICEを誘致する目的を認識し、その目的に沿った目標指標を採用することが重要。自都市がMICEを誘致する目的を認識し、その目的に沿った目標指標を採用することが重要。

国際会議は誘致から開催まで長期に渡るため、開催時に効果が判明する指標だけではなく、立候補件数
や誘致成功件数等、短期的に評価可能な指標も組み込むことが、PDCAサイクルを確立させ、適切な改
善を行うために有効である

【評価指標例】

善を行うために有効である。

短期～長期にわたる複数の目標設定短期～長期にわたる複数の目標設定

目標設定の評価指標

〇評価指標は我が国では「会議開催件数」が
一般的だが、経済効果と開催件数は必ずしも

致 な

開催件数
会議参加者による

消費額

【評価指標例】目標設定の評価指標

一致しない。

〇開催件数以外には、参加人数、経済波及
効果などが考えられる。また、域内宿泊数な
どを指標に組み込む例も海外にはある。

会議参加者数 経済波及効果

主催者 参加者の

短期的な評価指標

どを指標に組み込む例も海外にはある。

〇国際会議は誘致から開催まで長期間にわ

宿泊者数

【短期の指標例】

主催者・参加者の
満足度

〇国際会議は誘致から開催まで長期間にわ
たる。開催結果（件数、人数等）をレビューし
て、誘致取り組みにフィードバックしても遅きに
失する。

誘致勝率誘致情報件数
（リード数）

失する。

〇このため、短期的に評価可能な指標も必
要。（誘致情報件数、誘致勝率/成功件数等）

立候補数 成功件数
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１．ターゲティングとポジショニング ターゲティング ～意義と海外の事例

■MICE誘致先進都市では、限られた予算・人員のもとでの成果の 大化、MICE誘致と都市の産業振興等とのリンク付け、
等の観点から、特定分野等を主要ターゲットとした誘致活動を行うことが一般的。

■設定するターゲットは分野、規模、収益性、その他様々な切り口があり得、各都市が各々の戦略的視点で定めるもの。

■一方、我が国ではこうしたターゲティングが十分には行われておらず、今後の取組が必要と考えられる。

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

シンガポールターゲットを絞り
マンパワーを集中

「強み」「成長性」等の
観点からターゲットを

設定 医療

おいて、同国が強みを持つ主要産業分野に重点化。

金融 運輸

情報技術・
環境・水

国際会議
（C）

展示会

自然科学 運輸

・強いネットワーク
タ ゲ トに応じた ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ

環境・水

等

（E）・ターゲットに応じた
プロモーション

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

• 過去の勝因・敗因から同市の勝率が高いと見込まれる

ロンドン市（イギリス）

医療

多方面へのセールス
マンパワーが分散言語・文学

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

等医療
国際会議

（C）

自然科学 運輸

情報技術・
メディア

環境・
エネルギー

建築
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１．ターゲティングとポジショニング ポジショニング ～差別化の必要性と要素

日本の強み日本の強み 競合国・都市との差別化要素（例）競合国・都市との差別化要素（例）

①ロジスティクス
コンベンション施設 宿泊施設等

競
合
国

交通アクセスの容易さ
世界クラスの施設

ホテルの規模・クオリティ

本 強本 強 競合国 都市との差別化要素（例）競合国 都市との差別化要素（例）

・コンベンション施設、宿泊施設等
・アクセス
・会議運営スキル
・誘致から開催までのトータルサポート

国
・都
市
も

ホテルの規模 クオリティ
豊富な種類の料理

ショッピング
国際都市

差
別

②会議内容等の質
・スピーカーやセッション内容の質

も
同
じ
よ

交通アクセスの容易さ

シンガポール の強みシンガポールの強みシンガポールの強み

別
化
が
必

・ネットワーキングの機会
・テクニカルビジット

③ ピ 観 素

よ
う
な
売

世界クラスの施設
ホテルの規模・クオリティ

豊富な種類の料理
ショッピング 必

要
③ホスピタリティ/観光要素

・ユニークベニュー
・エクスカーション、同伴者プログラム

売
り
込
み

ショッピング
国際都市

タイ の強みタイの強みタイの強み

④主催者・参加者にとっての新たな価値
・主催団体の会員拡大機会や収入源の確保
・顧客にとってのソリューションの提供 等

み
！交通アクセスの容易さ

世界クラスの施設
ホテルの規模・クオリティ

競争の激化！
価格競争！ 顧客にとってのソリュ ションの提供 等

豊富な種類の料理
ショッピング
国際都市

価格競争！

会議主催者や参加者に、独自の価値を提供
30



１．ターゲティングとポジショニング ポジショニング ～差別化の必要性と要素

顧客である会議主催者や参加者のニーズや関心を把握し、それらについて差別化を図ることが効果的。顧客である会議主催者や参加者の ズや関心を把握し、それらについて差別化を図ることが効果的。
MICE分野の顧客ニーズについては、海外では調査事例があるが、我が国ではこの種の体系的な調査は
行われておらず、今後の課題の一つ。

会議開催地決定要因

航空サービスの利便性

出席者の交通の容易性

会議開催地決定要因

82%

82%

（米国市場が対象の調査）

良いレストラン

多様な娯楽等

会議場に隣接したホテル

気候

52%

44%

39%

気候

魅力的な文化/歴史/博物館

家族を連れて行くのに適当な場所

37%

19%

18%

（注）会議の内容・クオリティ等については質問に含まれていない

出典

娯楽 開催環境ロジスティックス

「大変重要」と回答した人の割合

（注）会議の内容・クオリティ等については質問に含まれていない

国際会議参加者の参加決定要因はほぼ全て
が会議の内容・クオリティに関するもの。

アクセス（ロジスティックス）がトップで

出典： Destination Marketing Association International 資料より

観光要素（←開催地への興味）の占める割合
は高くない。

アクセス（ロジスティックス）がトップで、
その次に観光的要素が続いている。
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１．プロダクト MICEにおけるプロダクト（製品・商品）とは

MICEにおけるマーケティングとは、 MICE主催者及び参加者に対し都市が提供できる“価値”を売り込MICEにおけるマ ケティングとは、 MICE主催者及び参加者に対し都市が提供できる 価値 を売り込
み、その価値に投資してもらうこと。
消費財の「製品・商品」にあたる「プロダクト」とは、 MICEにおいては、その「価値」を構成する要素。
MICE主催者から見て、購入する（開催する）に値する魅力的な“商品作り”が重要。

プロダクト構成要素プロダクト構成要素

ロジスティクス ホスピタリティ・観光要素

【会場関係】
★ MICE施設

★ 宿泊施設

★ 観光魅力・資源
★ ナイトライフ
★ レ トラ

ホス タリティ 観光要素
【アクセス】

★ 海外-開催国
★ 空港-市内
★ 入国時の便宜供与★ 宿泊施設

★ 飲食・ケータリング

【会議運営スキル】

★ レストラン
★ エクスカーション
★ ユニークベニュー/ユニークプログラム
★ 歓迎メニュー

★ 入国時の便宜供与
★ ビザ発行

【開催環境】
★ 施設のスタッフ
★ PCO

★ 歓迎メ ュ
（歓迎バナー・市長歓迎挨拶等）

会議内容の質 主催者・参加者にとっての新たな価値

★ 安全性
★ 気候

★ 高品質なナレッジの共有機会
（著名なスピーカーの確保、良好なセッション

パーソナライズ可能なプログラム構築等）

★ 会員拡大
★ スポンサー確保への協力
★ 社会的貢献

会議内容の質 主催者・参加者にとっての新たな価値

パ ソナライズ可能なプログラム構築等）
★ ネットワーキングの機会
★ テクニカルツアー・体験

★ 社会的貢献
★ 環境への配慮
★ 参加者拡大のためのサポート
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１．プロダクト 差別化の要素分析事例

下グラフは、海外MICE見本市にて日本ブースを訪問したバイヤー（ミーティングプランナー、国際会議の下グラフは、海外MICE見本市にて日本ブ スを訪問したバイヤ （ミ ティングプランナ 、国際会議の
主催者等のMICE主催者）を対象に、観光庁が実施したウェブアンケートの結果。
海外のキーパーソンがMICE開催地を決定する際に重視される項目に着目し、商品作りに役立てることが
求められる。

例 「開催費用の総額 は重視される項目 あるが日本に対する評価は低い 重点的に改善要

32.2%
23 8%

0% 20% 40% 60% 80%

開催支援（補助金等）の有無と多寡

26.7%

8 9%
16.6%

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

開催支援（補助金等）の有無と多寡

費 総

例：「開催費用の総額」は重視される項目であるが日本に対する評価は低い⇒重点的に改善要
「アクセス」も重視される項目。日本の評価は昨年度より改善。

64.4%

12.2%

12.2%

43 3%

23.8%

39.7%

31.7%

25.4%

開催支援（補助 等） 有無 多寡

開催費用の総額

その国・地域ならではの施設

その国・地域ならではの独自プログラムの提案

開催国 のアクセス

8.9%

24.4%

17.8%

40.0%

13.0%

39.4%

23.3%

18.1%

開催費用の総額

その国・地域ならではの施設

その国・地域ならではの独自プログラムの提案

開催国へのアクセス
43.3%

3.3%

24.4%

11.1%

26.0%

5.9%

24.3%

17.6%

開催国へのアクセス

国内における開催地域・会場へのアクセス

政治の安定性、治安の良さ

開催に係る手続きの簡易さ、スピード

10.0%

21.1%

2.2%

36.7%

8 %

8.3%

26.4%

14.5%

国内における開催地域・会場へのアクセス

政治の安定性、治安の良さ

開催に係る手続きの簡易さ、スピード

歴史 文化等の観光資源21.1%

11.1%

2.2%

8.9%

32.3%

9.6%

5.9%

11 2%

歴史、文化等の観光資源

宿泊施設の充実度

多様な飲食・物販施設

ＭＩＣＥ施設の規模

36.7%

18.9%

11.1%

10.0%

46.1%

10.9%

13.5%

15.5%

歴史、文化等の観光資源

宿泊施設の充実度

多様な飲食・物販施設

ＭＩＣＥ施設の規模

18.9%

13.3%

3.3%

5 6%

11.2%

27.0%

3.7%

10.1%

ＭＩＣＥ施設のサービス水準

ＭＩＣＥ開催支援産業の充実度

開催国・地域の熱意

その他

24年度(N=90)

23年度(N=190)

15.6%

4.4%

18.9%

2.2%

22.3%

4.7%

16.1%

2 1%

ＭＩＣＥ施設のサービス水準

ＭＩＣＥ開催支援産業の充実度

開催国・地域の熱意

その他

24年度(N=90)

23年度(N=193)
5.6%

2.1%その他 2.1%そ 他

MICE開催地決定の判断で重視する事
（MA3つまで）

MICE開催地決定の判断で重視する事
（MA3つまで）

MICE開催地決定としての日本の強み
（MA3つまで）

MICE開催地決定としての日本の強み
（MA3つまで）

出所：観光庁実施 海外ウェブアンケート調査 サンプル数90 33



１．プロダクト 差別化の要素分析事例

下グラフは、観光庁が昨年秋に初めて実施した国際会議等への参加目的で来日した外国人（MICE参加下グラフは、観光庁が昨年秋に初めて実施した国際会議等 の参加目的で来日した外国人（MICE参加
者）を対象としたアンケート調査。

こうした調査は、調査対象、場所、時期、設問、手法等で様々なバリエーションがあり結果も左右されるこ
とから、一つの調査結果だけから判断するのではなく、多面的な調査を行いつつ、顧客が真に求めるもの
を分析していくことが必要

ビジネス旅行目的地としての日本の魅力ビジネス旅行目的地としての日本の魅力

を分析していくことが必要。

日本に対する満足度日本に対する満足度

210

200

250

44.0 42.9 4.70.70.07.7総合的な満足度

とても満足 満足 普通 やや不満 不満 不 明

173

92

149

100

150

200

64 4

13.1

20.1

23.0

24 8

34.4

24.1

23.0

4 7

29.0

11.7

12.2

0 0

14.5

1.2

0.5

0 0

2.8

0.0

0.0

6 1

6.1

42.9

41.5

安全

物価

会議施設

会議運営

79
63

92
69

81

4250

100

33.5

43.8

20.8

64.4

25.1

28.8

26.5

24.8

20.1

11.5

26.2

4.7

1.4

7.0

5.9

0.0

0.2

2.1

2.1

0.0

19.7

6.8

18.5

6.1

観光

Wifi/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境

ＡＴＭ・両替

安全

0

6 6

58.1

45.7

48.9

26

28.8

32.3

31.4

3

7.0

12.9

9.6

0

1.4

4.0

3.5

0 2

0.0

1.9

0.5

3 3

4.7

3.3

6.1

宿泊施設

来やすさ

言葉・英語標識

食事

出所： 観光庁実施 MICE参加者への動向調査より 調査個所：東京、大阪 サンプル数：427

65.6 26.7 3.70.50.23.3宿泊施設
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１．プロダクト 差別化の事例 ～顧客ニーズに対応したソリューションの提供

主催者の国際会議開催の目的には、グローバルな情報発信、新規会員の獲得、スポンサー収入等によ主催者の国際会議開催の目的には、グロ バルな情報発信、新規会員の獲得、スポンサ 収入等によ
る活動資金の確保等、さまざまな要素が含まれている。このような、会議開催目的に対応したソリューショ
ンサービス、コンサルティングを行うことも、会議開催地として選出される上では非常に重要な取り組みと
いえる。

例えば 北京市は 国際協会の中国チ プタ の会員数増 および年次総会のスポンサ 就任を約束す例えば、北京市は、国際協会の中国チャプターの会員数増、および年次総会のスポンサー就任を約束す
ることで、当該協会の年次総会の誘致を実現した。

北京市の取組み
会員数増 協力 よる年次総会 誘致

北京市の取組み
会員数増 協力 よる年次総会 誘致会議主催者（ 客） 問題 課題

2012年のSite※の年次総会が中国・北京で開催
された。

北京市は この年次総会誘致に向けて 国内旅

－会員数増への協力による年次総会の誘致－－会員数増への協力による年次総会の誘致－会議主催者（＝顧客）の問題・課題の
解決策を共に考えて提供する。

北京市は、この年次総会誘致に向けて、国内旅
行会社等の協力のもと、

①Site中国チャプターの会員数増
②年次総会のスポンサー就任

という2点をSiteに対して約束した
主催会議の参加者拡大 会議参加インセンティブの増すよ

【顧客の課題 】 【対応例】

という2点をSiteに対して約束した。
Siteは、会員数増による中国での知名度向上と、

スポンサーシップ獲得による活動資金の確保とい
う点を評価し、年次総会の北京開催を決定した。団体の利益確保

うなテクニカルビジットプログラ
ム、著名スピーカーのアレンジ等

スポンサー獲得へのサポート

団体の会員拡大

体 情報

会議費用削減策の提案

中国等の成長市場との連携

※Site（Society of Incentive Travel Executives）は
インセンティブトラベルに関する国際団体
約90の国・地域より2,000名が加盟している

出所：Siteヒアリング

団体活動についての情報発信

その他

・・・

・・・
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１．プロダクト 差別化の事例 ～会議内容に関する付加価値の提供

ドイツコンベンションビューローの事例ドイツコンベンションビューローの事例 シンガポールにおけるテクニカルツアーの事例シンガポールにおけるテクニカルツアーの事例

会議の分野における有力企業や研究所、著名な研
究者がいる等、会議内容を充実させる価値あるコン
タクトを提供できることが開催地の重要な要素である

ドイツコン ンションビュ ロ の事例ドイツコン ンションビュ ロ の事例 シンガポ ルにおけるテク カルツア の事例シンガポ ルにおけるテク カルツア の事例

水不足が国家的な課題であるシンガポールでは、国内水技
術関連産業を育成。
2008年に水技術に関する国際会議・国際展示会Singapore 

（ ）を立上げ 会議参加者タクトを提供できることが開催地の重要な要素である
―という観点から、ドイツが以下6分野の会議につい
て理想的な環境を提供できることをアピール。

International Water Week（SIWW）を立上げ。会議参加者

を対象に、国内の水処理施設や研究所等を見学するテクニ
カルツアーを実施し、海外からの参加者拡大に向けた集客
ツールとすると共に同国の技術力・実績をアピール。
国家戦略 ある水ビジネ 海外展開を C 後押しす国家戦略である水ビジネスの海外展開をMICEで後押しす
るとともに、参加者からみたSIWWの魅力向上も達成。

目的：水ビジネスの海外展開 • テクニカルツアーによるSIWW

SIWWの開催

情報発信の場としてMICE開催

テクニカルツアー
オプション

の魅力向上
• 参加者の拡大

例： 化学・薬学におけるドイツのセールスポイント

・ ドイツの化学産業、バイオテクノロジー産業は欧州の牽引役
・ 化学産業の展示会「ACHEMA」（来場者17万人）をドイツで

開催

申込申込

テク ルツア

• 水再生センター
• 海水淡水化施設

等

開催
・ Chemical Parks の存在
・ バイオ医薬品個人市場の大きさは、世界で2位、欧州で1位
・ 研究者数は、米国や日本より多い
・ German Research Foundation、Helmholtz Society Max

SIWW
参加

技術の“ショーウィンドウ”と
して現地施設・設備を紹介

German Research Foundation、Helmholtz Society, Max 
Planck Institute 等の国際的科学学術団体

・ 化学・薬学分野の中心都市‐ベルリン、ドレスデン、デュッ
セルドルフ、ワイマール等具体的都市を紹介

写真：野村総合研究所撮影（SIWW2012）

104ヶ国・地域
1.9万人（政府・自治体関係者等）
750企業
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レセプション等の会場として、都市が有する歴史的建造物や文化施設等を“ユニークベニュー”として活用できることは、

１．プロダクト 差別化の事例 ～ユニークベニューの利用容易性の向上

は開催地としての魅力向上につながり、誘致競争力の強化につながる。
ロンドンやシドニーでは、多数のユニークベニューが存在するだけでなく、その利用方法がパッケージ化されている。
また、ユニークベニューの協会が組織され、窓口機能を果たすなど、主催者が利用しやすい環境が整っている。
我が国においても、各施設やコンベンションビューローの尽力により、いくつかのユニークベニューは存在するものの、
利用しやすい状況となっていないのが現状である。

ロンドンにおけるユニークベニューの取組み事例ロンドンにおけるユニークベニューの取組み事例 日本の現状・課題日本の現状・課題

ロンドン自然史博物館

年間160件のイベント開催実績
専任の担当職員を配置
施設の貸出 ケ タリング 音響

ロンドン自然史博物館

ポテンシャルの高い施設は多く
存在するものの、ユニークベ
ニューとしての開放は進んでい

ポテンシャルの高い施設は多く
存在するものの、ユニークベ
ニューとしての開放は進んでい施設の貸出、ケータリング、音響、

照明等の各種サービスをパッケージ化

博物館の名所である、恐竜模型を

ニュ としての開放は進んでい
ない。

制度的に利用を受け付けて
も、個別案件毎に多大な調整

ニュ としての開放は進んでい
ない。

制度的に利用を受け付けて
も、個別案件毎に多大な調整

Unique Venues of Londonは、

置いているスペースの利用が可能

Unique Venues of London（ロンドンのユニークベニュー協会組織）

出所：ロンドン自然史博物館提供資料

も、個別案件毎に多大な調整
作業・時間が必要であるなどの
障害が多い。

各種サービスがパッケージ化さ

も、個別案件毎に多大な調整
作業・時間が必要であるなどの
障害が多い。

各種サービスがパッケージ化さ
専用HPの運営等のワンストップ窓口業務、
MICE見本市 への出展等のPR活動、
協会加入施設の品質の維持・向上といった
業務を行っている。

各種サ ビスがパッケ ジ化さ
れておらず、利便性が低い。

利用可能なスペースが限られる
等、利用者ニーズに合致しない

各種サ ビスがパッケ ジ化さ
れておらず、利便性が低い。

利用可能なスペースが限られる
等、利用者ニーズに合致しない

主催者やミーティングプランナー向けに、
デザイン性の高いユニークベニューガイドブックを作成。
コンタクト先や施設位置の他、ディナー、展示会等
各用途でのキャパシティが一目で把握できる。 出所：Unique Venues of London HP

等、利用者 ズに合致しない
利用ルールとなっている 。
等、利用者 ズに合致しない
利用ルールとなっている 。
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主催者ニーズとして、開催エリアには会議施設、ホテル、飲食・物販、エンターテイメントといった各種施設が徒歩圏内に

１．プロダクト 差別化の事例 一体型のMICEエリア整備

主催者 し 、開催 リア は会議施設、ホテル、飲食 物販、 ンタ テイ ン た各種施設 徒歩圏内
立地していることが求められる。
シンガポールや、韓国では、MICE開催に必要な各種施設がオールインワンとなったMICEエリアを整備しており、
主催者からその利便性について高い評価を受けている。

海外一体型のMICEエリア事例海外一体型のMICEエリア事例

Marina Bay Sands（シンガポール） COEX（ソウル）

国内のMICEエリアの状況国内のMICEエリアの状況

オフィスタワー

COEX 
InterContinental Hotel

（DFSあり）
オフィス・
レストラン ロングステイ用ホテル、

アパート
シティ・エアポート・

ターミナル

デパート

カジノ 会議場・展示場、ホテル、
飲食施設等が一体的に整
会議場・展示場、ホテル、
飲食施設等が一体的に整

MICE施設

コンベンション・
エキシビション施設

Grand 
InterContinental Hotel

ショッピングモール

• 会議場：11,000人収容
㎡

• 会議場：2,000人収容
㎡

飲食施設等 体
備された、顧客にとって利
便性の高い地域は、横浜な
どごく一部。

飲食施設等 体
備された、顧客にとって利
便性の高い地域は、横浜な
どごく一部。

ホテル

MICE施設 • 展示場：31,750㎡

• シンガポール 大となる2,561室
のハイクラスホテルが併設

• 展示場：36,000㎡

• 3つのハイクラスホテルが同一エリ
アに立地、客室数は1,403室

ホテル、飲食・物販をはじ
め、施設とMICE関連産業
のソフト面での連携体制も
整っていない。

ホテル、飲食・物販をはじ
め、施設とMICE関連産業
のソフト面での連携体制も
整っていない。

飲食・物販

アクセス

• 店舗数300超のショッピングモール
が併設

• チャンギ国際空港から車で約20分
地下鉄Marina Ba 駅に直結

• 韓国 大規模のショッピングモールが併
設されているほか、現代百貨店が

• 同一エリアに立地

• 仁川国際空港から車で約1時間半
• 金浦空港から車で約1時間、2013年に

首都圏のMICE施設は全般
的に稼働率が高く、新規案
件の受入余地が乏しい。

首都圏のMICE施設は全般
的に稼働率が高く、新規案
件の受入余地が乏しい。アクセス • 地下鉄Marina Bay駅に直結

金浦空港 ら車で約 時間、 年
は直通可能な鉄道駅も整備予定

その他 • 2つの劇場、博物館、カジノ等 • エアポートターミナル、カジノ等

画像出所：各提供資料作成（Marina bay Sands 、COEX） 38



ICCAデータベースの利用には同団体の会員になる必要があるが、日本の加盟団体数は韓国を下回る20団体で、うち都

１．プロモーション・誘致活動 誘致活動の取組事例 ～国際MICE団体を活用した情報収集

員 、 数 韓 、
市ビューローは9団体にとどまっている。
年に1度開催されるICCA総会への日本人参加者数は、他のアジア・大洋州諸国より少なくなっており、MICEマーケットに
おいて極めて重要と言われるFace to Faceのネットワーキングの機会を活用できていない。

ICCA 機能（活用 メリ ト）ICCA 機能（活用 メリ ト）

国際会議のデータベース（12万件）の利用
ICCA会員間での国際会議情報の交換 →誘致案件情報の入手手段として重要
国際会議に関する各種情報（市場トレンド 顧客関心 ビジネス動向等）の共有

ICCAの機能（活用のメリット）ICCAの機能（活用のメリット）

国際会議に関する各種情報（市場トレンド、顧客関心、ビジネス動向等）の共有

ICCAへの加盟・活用は、コンベンションビジネスを行うに当たって必須だが、我が国は…

→ICCA会員数はアジア主要国で唯一減少

しかし

アジアの国別 ICCA会員数アジアの国別 ICCA会員数

→ICCA会員数はアジア主要国で唯 減少
→加盟していても、総会等の各種イベントにはほとんど不参加

ICCA総会参加者数ICCA総会参加者数

順位 国名 2001 2012 増減

1 中国（本土） 6 31 +25

2 オーストラリア 16 30 +14

（コンベンションビューロー、MICE施設からの参加者）

2011 5名（5団体）3 インド 9 19 +10

4 韓国 6 18 +12

5 日本 26 18 -8

6 シンガポール 4 11 +7

2011 5名（5団体）

2012 3名（2団体）

6 シンガポール 4 11 +7

7 マレーシア 7 10 +3

8 台湾 3 10 +7

出所： ICCA Asia Pacific Chapter Meeting 1.2012より作成 39



国際会議の誘致情報、競合国情報、主催者情報等各都市のマーケティング手法等について、インナーで情報交換。
誘致競争におい ライ を活用する動きが活発化 ICCAに加盟し いる世界のCBの1/4以上が何らかの ライ

１．プロモーション・誘致活動 誘致活動の取組事例 ～国際アライアンスを活用した情報収集

誘致競争においてアライアンスを活用する動きが活発化、ICCAに加盟している世界のCBの1/4以上が何らかのアライア
ンスに加盟。

国際会議の案件情報、競合都市情報、主催者情報等の各種情報の入手は、誘致成功へのキーであるが容易ではない。
↓↓

都市・CBがアライアンスを組んで、クローズドなサークルの中で情報交換や共同マーケティングを行う動きが世界的に活発化。
しかしながら、日本の都市・CBはこの動きから取り残されている状況。

国際アライアンスを活用した情報収集国際アライアンスを活用した情報収集都市の国際アライアンスの例都市の国際アライアンスの例

Best CitiesBest Cities Future Convention Cities InitiativeFuture Convention Cities Initiative

• 2000年に発足したMICE先進都市世界8
都市による国際アライアンス

• 2010年にソウル観光協会が中心となって
発足した国際アライアンス

国際アライアンスに加盟していますか？

N=131◆世界のCB

メルボルンエジンバラ

都市による国際アライアンス 発足した国際アライアンス

ソウル ロンドン Yes  27.9%
27.9
%

72.1

◆世界のCB

サンファン

ドバイ

ケープタウン

コペンハーゲン

バンクーバー

シンガポール シドニー

% Yes

No

市場調査、マーケティングの共同実施
顧客情報の共有 等

クライアントサービスの共有化
共同受注Webサイトの運営
市場調査、マーケティング

ケ タウンシン ポ シドニ

Yes  0.0%

N=42◆国内のCB

顧客情報の共有 等市場調査、マ ケティング
顧客情報の共有 等

その他： Science Alliance、Energy Cities etcその他： Science Alliance、Energy Cities etc

出所： ”ICCA Sector Destination Marketing Survey 2012“及び 「自
治体・コンベンションビューロー等の現状把握調査」（観光庁）より作成
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ウィーンでは、都市内のホテル、PCO等の民間事業者と連携し、市内の国際会議開催に関連するすべての情報を独自

１．プロモーション・誘致活動 誘致活動の取組事例 ～国内関係者の情報共有

、 、 民 携 、 議 情
に開発したデータベースで管理している。

データベースの情報はコンベンションビューローのすべての活動の基盤となっており、民間事業者は活動の恩恵を受け
る主体となるため、コンベンションビューローとの協力関係が生まれている。
MICE開催に関連する情報を各主体が独自に抱え込むのではなく、一元的に把握することにより、案件情報の流通に関

都市内民間事業者との情報共有（ウィーン）都市内民間事業者との情報共有（ウィーン）

する全体 適が図られ、都市全体の誘致力向上につながっている。

国内の現状国内の現状

主催者等
問い合わせ等

都市の民間事業者顧客・案件に関する
情報共有

都市A都市A

都市の民間事業者コンベンション
ビューロー

顧客・案件に関する
情報提供

問い合わせ等コンベンション
ビューロー

ホテル

PCO

情報共有

ビュ ロ

ホテル

PCO

情報提供

随時情報
入力

閲覧都市B都市B 都市C都市C

独自ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ PCO

コンベンションビューローとホテル、PCO間での情報共有が不
十分
コンベンションビューローとホテル、PCO間での情報共有が不
十分

国際会議誘致関連情報を各主体が独自に抱え込むのでは
なく、一元的に把握することで都市全体の誘致力を向上

十分
－案件情報、競合国・都市情報、顧客情報 等

十分
－案件情報、競合国・都市情報、顧客情報 等
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我が国で国際会議を開催するためには、まず誘致に向けて立候補に動くことが前提。

１．プロモーション・誘致活動 誘致活動の取組事例 ～誘致立候補に向けた課題

議 、 誘 動

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

国内の学協会等を対象に実施したアンケート調査によると、人的リソースの不足等が開催候補地へ立候補する際のネッ

誘致競争・開催決定

国 学協会等を対象 実施 ア ケ 調 る 、 リ 不足等 開催候補 候補する際 ッ
クとなっており、これを補う仕組みとしてアンバサダープログラムの導入が有効だと言える。

0% 20% 40% 60%

日本への誘致活動／立候補を行わなかった理由 （複数回答）日本への誘致活動／立候補を行わなかった理由 （複数回答）

誘致競争 開催決定
42.1%

24.6%

33.3%

過去数年内に日本で開催したため

日本で開催する意義や必要性を感じないため

赤字となるリスクを負いたくないため

立候補
国際会議を誘致する実力のある
国内団体は多いが、

50.9%

36.8%

31.6%

17 5%

誘致・開催に携わることのできる会員や事務局の人員が不足しているため

誘致活動においてキーマンとなる人材が不足しているため

誘致活動にかけることのできる資金が不足しているため

誘致活動についてのノウハウが不足しているため

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

17.5%

1.8%

19.3%

12.3%

誘致活動についてのノウハウが不足しているため

国内の会議施設等が規模等の条件を満たしていないため

国際組織・団体や関連する団体の中における日本の存在感や影響力が必ずしも高くないため

日本への国際会議の誘致が、自組織内における評価につながらないため N=57

国内 学協会 産業界

等の理由から実際に立候補・誘致に
至る案件は少ない

N=57

注）「決まった国・都市の間で順番に開催しており、誘致活動／立候補を行う余地や意味が
ないため」、「その他」の回答を母数から除いて集計

多忙な大学関係者 産業界をサポ トする体制 機能の強化が必要国内の学協会・産業界

出所：「国際会議の日本への誘致に関するアンケート調査」（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））

・多忙な大学関係者、産業界をサポートする体制・機能の強化が必要。
・大学教授・産業界リーダー等の有力者からＭＩＣＥ誘致に対する協力
が得られる環境整備が有効。
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エジンバラでは1996年よりアンバサダープログラムを導入している。地元の大学教授、医師等の有識者をアンバサダー

１．プロモーション・誘致活動 誘致活動の取組事例 ～アンバサダープログラム

授、 識

に任命し、ビッドに係る手続きをコンベンションビューローが代行し、アンバサダーの負担を軽減することにより、国際会議
誘致への立候補を促している。
エジンバラが参加したビッドの65%がアンバサダー主導であり、勝ったビッドに占めるアンバサダー主導案件の割合は
85%と、高い成果を上げている。

エジンバラにおけるアンバサダープログラムエジンバラにおけるアンバサダープログラム

地元の大学教授 医師等の有識者をアンバサダ に任命し

アンバサダープログラムとはアンバサダープログラムとは

海外の主要各国・都市のCBは MICE推進のため
目的目的

• 地元の大学教授、医師等の有識者をアンバサダーに任命し、
支援を提供することにより、国際会議誘致への立候補を促す。

立候補のための国内での働きかけ
国際本部・キーパーソンへの働きかけ

海外の主要各国・都市のCBは、MICE推進のため

の国内関係者をアンバサダーとして活用している。

【内容】
• MICE開催適地としてのプレゼンス向上のため、

様 な分野 有力者を バ ダ 任命

コンベンション
ビューロー地元大学研究者 医師等

国際本部 キ パ ソンへの働きかけ
ビッドプレゼンテーション概要

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

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

啓蒙活動。立候補への働きかけ。 ビューロー
Marketing 

Edingburh , 
Convention 

Bureau

地元大学研究者、医師等

活動実績のある アンバサダー
（2 300名）

影響力の高いアンバサダー
（2～300名）

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

新規アンバサダー
（年間100名）

（2～300名）

海外では、コンベンションビューローが主導して、大
学・産業界の関係者をインボルブし、国内・海外関係

者に対する働きかけを行っている。
バサダ 各種サポ

日本の
状況

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

アンバサダーへの各種サポート
－ビッド手続きの代行
－誘致成功事例等の情報提供
－アンバサダーとCB間のコミュニケーション
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１．受入環境等 ＭＩＣＥ施設

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

１．競合国のMICE施設整備

・近年、①国際会議場と展示場の一体整備、②展示場規模の大
大規模の会議

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

アジア主要国の国際会議場・展示場アジア主要国の国際会議場・展示場

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

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

国 施設名
大規模の会議

場の収容人数
総展示面積

東京国際フォーラム
（会議場）

5,012人 5,000㎡

積極的に推進する一方、
我が国は立ち後れ。

日本

東京ビッグサイト（展示場） 1,000人 80,660㎡

パシフィコ横浜
（会議場・展示場）

5,002人 20,000㎡

韓国（ソウル） COEX

１）会議場、展示場、宿泊施設等からなる一体的MICE施設の

２．我が国MICE施設の課題

国立京都国際会館
（会議場）

1,840人 3,000㎡

大阪国際会議場（会議場） 2,754人 2,600㎡

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

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

韓国
COEX（会議場） 7,000人 36,007㎡

KINTEX（展示場） 6,000人 108,049㎡

ｼﾝｶﾞ

Suntec Singapore
（会議場・展示場）

10,000人 22,600㎡

３．施設整備にあたっての課題

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

４）大規模会議場、多数の小規模会議室を有する施設の不足 ｼﾝｶ
ﾎﾟｰﾙ

（会議場 展示場）

Marina Bay Sands
（会議場・展示場）

11,000人 31,750㎡

北京国家会議中心
（会議場）

5,700人 35,000㎡単独での採算確保は困難。

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

中国
（会議場）

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

１．受入環境等 ～ユニークベニュー、ＷｉＦｉ等の受入環境整備 等

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

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

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

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

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

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

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

際しての課題
○ 特に公的施設において‐公平性に関する課題

【ルーブル美術館 ナポレオンホール】＜ルーブル美術館の例＞
年 件数 約 件 ベ を開催

【 美 館 】
・年間利用件数：約100件のイベントを開催

主に企業のパーティーや表彰イベントに利用され、国際学会のアフ
ターコンベンションパーティーでも年間5～10件程度の利用がある。

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

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

【ナポレオンホールイベント開催時】

・URL：http://www.louvre.fr/jp

（画像提供：ルーブル美術館）
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Ⅱ ＭＩＣＥ誘致における国際競争力の強化Ⅱ ＭＩＣＥ誘致における国際競争力の強化

２．MICEプレイヤーの課題

（１） 都市・CB
（２） 民間事業者（２） 民間事業者

◆ ホテル
◆ PCO（会議運営事業者）◆ PCO（会議運営事業者）
◆ DMC・旅行事業者
◆ 運輸事業者◆ 運輸事業者
◆ MICE分野の民間事業者
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ＭＩＣＥプレイヤ 関係図

２．ＭＩＣＥプレイヤーの課題

ＭＩＣＥプレイヤー 関係図
国際本部

学会 協会等

開催地選定立候補

学会・協会等
国内主催者

会議運営事業者

都市 ンベンシ ンビ ロ

運輸事業者
会議運営事業者

（ＰＣＯ）

都市・コンベンションビューロー

宿泊事業者
国際会議場

ユニーク

ＤＭＣ・旅行業者 展示会・イベント
事業者

宿泊事業者
（ホテル等）

国際会議場 ベニュー

国・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
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２．（１） 都市・CB ～ＭＩＣＥ推進体制の構築 人材・体制①～

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

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

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

コペンハーゲン市（デンマーク）

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

ソウル市（韓国）

は全90名、内MICE分野のスタッフは15名。

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

ＭＩＣＥ担当者は正社員7名・パート10名の計17名。

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

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

• 「コンベンションビューローのスタッフは、各分野における国際的な

せず、ネットワーク形成も進まないことが問題視されていた。

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

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

主催者やキ パ ソンとの継続的なコミュニケ ションが可能と
なった。

経験・ネットワークを有する専門人材で組織を形成。経験 ネットワ クを有する専門人材で組織を形成。
長期にわたり特定分野を担当することにより、主催者等とのネットワーキング、継続的なコミュニケーションを実現。

＜日本のコンベンションビューローの典型的体制＞
・自治体・民間企業等からの出向者が多く、人事ローテーションは約2年。
・プロパー職員も一般観光部門へ異動することも多く、専門家が育ちにくい。結果として、顧客等との人的ネットワークも希薄。
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「MICE部門に従事する職員数」の定義は各国で異なる点に留意。

２．（１） 都市・CB ～ＭＩＣＥ推進体制の構築 人材・体制②～

世界の各都市のMICE人員比較世界の各都市のMICE人員比較

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

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

調査対象 MICE部門に従事する職員数

London & • Convention Bureau Teamの正規

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

自治体 ＜国際会議統計2010より外国人参加者数上位9都市＞

課総員数 都市数 うちMICE担当 都市数

ロンドン
London & 
Partners

• Convention Bureau Teamの正規
職員：9名

• MICEに関する本部の正職員：35名

• コンベンションセールス：9名、ビジ

30人以上 0 30人以上 0

25人以上30人未満 1 25人以上30人未満 0

20人以上25人未満 3 20人以上25人未満 0

15人以上20人未満 1 15人以上20人未満 0

オーラン
ド

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

10人以上15人未満 3 10人以上15人未満 0

5人以上10人未満 0 5人以上10人未満 1

5人未満 0 5人未満 7

イベントチーム：4名

ニュー
オーリン

New Orleans 
Convention & 

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

コンベンションビューロー

全職員数（役員含む） 団体数 うちMICE担当 団体数

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

ズ Visitors Bureau 駐在）

• Convention Services部門：6名

出所）各都市コンベンションビューローホームページより作成

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

※専任の場合は1名、他業務と兼任の場合は0.5人としてカウント

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

10人以上20人未満 0 10人以上20人未満

5人以上10人未満 0 5人以上10人未満 7
5人未満 0 5人未満 1
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２．（１） 都市・CB ～ＭＩＣＥ推進体制の構築 予算・財源の確保 ＭＩＣＥ関連予算～

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

都市 組織名
MICE関連予算※1

財源は地方公共団体からの交付金、会員からの会費収入等、様々な形態がある。

世界の各都市のMICE関連予算比較世界の各都市のMICE関連予算比較

都市 組織名
現地通貨 日本円換算※2

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

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

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

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

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

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

オーランド市 Visit Orlando 約970万ドル 約7.8億円

トロント市 Tourism Toronto 約770万ドル 約6.2億円

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

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

100万円未満 0団体

100万円以上 500万円未満 1団体

上位9都市（うち1都市は非公開）

1,500万円以上 2,000万円未満 1団体

2,000万円以上 3,000万円未満 2団体

500万円以上 1,000万円未満 1団体

1,000万円以上 1,500万円未満 0団体

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

3,000万円以上 5,000万円未満 2団体

5,000万円以上 1億円未満 1団体

1億円以上 0団体
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２．（２） 民間事業者に期待される役割

MICEの誘致・開催においては、日本側の主催団体、自治体・コンベンションビューローはもとより、ホテル、MICEの誘致 開催においては、日本側の主催団体、自治体 コンベンションビュ ロ はもとより、ホテル、
PCO、DMC、サプライヤー事業者等の民間事業者を中心としたステークホルダーが連携して、開催地とし

ての都市を売り込んでいくマーケティング（＝デスティネーション・マーケティング）が重要。

会議誘致プロセスにおけるステークホルダー連携 ＝コンベンションビューローの活動

調査・分析 宿泊施設・会場の確保

入札自治体

大学

DMC 会議施設
PCO

現地視察

大学
運輸事業者

サプライヤー
事業者 現 視察

開催地決定会議開催

ホテル

事業者

出典：”Basic Introduction to Bidding for International Association Congresses “(ICCA総会）を元に観光庁が作成

開催地決定会議開催
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２．（２） ホテル ～ホテルのＭＩＣＥ分野における課題～

MICEに関する各種民間事業者の中で ホテルは 大のステークホルダーの一つ

①ＭＩＣＥへの意識
・ビジネスとしてのＭＩＣＥに対する意識が全般的には弱い（グローバルチェーンと日系ホテ
ルには大きな意識差）

MICEに関する各種民間事業者の中で、ホテルは 大のステ クホルダ の つ。
海外に比べて、我が国のホテル業界関係者はＭＩＣＥ開催に対する問題意識が一般に弱く、一層の取組が期待される。

ルには大きな意識差）

・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ（CB)や会議施設等の誘致関係者とホテルとの連携は一般的に弱い。
・リード情報等の一定レベルの情報共有や誘致活動で連携することが十分でない

②コンベンションビューロー等
との連携

・事業者で利害が合致するＭＩＣＥデスティネーションの売り込み等に業界内で連携すること
は重要である一方、MICEについての国内ホテル業界内のヨコの連携は活発ではない。

・リード情報等の 定レベルの情報共有や誘致活動で連携することが十分でない。との連携

③ホテル同士の協力体制の
構築

・ＭＩＣＥビジネスは専門性が高く、海外との人的ネットワーク構築も重要。このため、専門家
の育成が重要。

・経営層自身もＭＩＣＥに対する理解・経験を一層深めることが期待される。④ＭＩＣＥ専門人材の育成、 経営層自身もＭＩＣＥに対する理解 経験を 層深めることが期待される。

・宿泊部門と宴会部門の連携が弱いと、MICEビジネスのように全体で稼ぐものへの対応が
弱くなるきらいがある。

顧客からすると商品 料金体系がわかりにくい

体制の整備

・問い合わせから回答までの時間がかかり過ぎる（24時間以内がグローバル標準）。
ば ビ

・顧客からすると商品・料金体系がわかりにくい。
・シンプルなＭＩＣＥパッケージ商品・料金（宿泊＋会議＋飲食）が必要。

⑤ＭＩＣＥ商品・料金の整備

・顧客は日本と同時に他国にも問い合わせを入れており、回答が遅れれば他国にビジネス
が流れるだけ。

⑥素早い対応
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２．（２） ホテル ～関係者からのヒアリング①～

＜MICEのプライオリティ＞

・日本のホテルではウェディングが大きな割合を占めるため、宴会場もウェディングが優先されるの
が一般的 ホテルによっては宿泊部門と宴会部門の運営が独立であるため 宿泊と宴会の両者が一般的。ホテルによっては宿泊部門と宴会部門の運営が独立であるため、宿泊と宴会の両者
で利益を勘案すべきMICEの営業には不利となる。（日系ホテル）

・ウェディングとMICEを比較した場合、売り上げはウェディングが高いが、利益率はMICEの方が高
い。（外資系ホテル）

・ウェディングとMICEのプライオリティーは定めていない。利益がある方をやる。ただし、日本のウェ
ディング産業はこれから縮小していく一方だが、MICEはまだポテンシャルがあると考えている。（外
資系ホテル）

＜対応体制＞
・宿泊と宴会に横串を通して社内にMICEチームを組織している。とるべきアクションについては検討

途上である。（日系ホテル）
・外資系ホテルの総支配人クラスは基本的に外国人でMICE関連の経験も多いため、MICEへの理

解は深い。（外資系ホテル）

＜ホテル間の連携＞＜ホテル間の連携＞

・我々は個々のホテルとして営業しているが、その前にディスティネーションあってのホテル営業。日
本のホテルが連携してディスティネーションのために働かないといけない。（外資系ホテル）
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２．（２） ホテル ～関係者からのヒアリング②～

＜情報共有・入手＞

・コンベンションビューローからは欲しい情報はなかなかやって来ない。公平性のために個別事業者には教え
ないということだと思うが、そうしている間に競合相手は動いてしまう。さらに情報を流してもらい、一緒に誘
致活動を行うことができないものか。（日系ホテル）致活動を行う 。（ 系 ）

・早い段階で誘致情報が欲しい。コンベンションビューロー等からの情報は遅い。DMCからの問い合わせも
主催者情報を開示せずに来る。秘密主義と感じる。（外資系ホテル）

＜営業体制等＞＜営業体制等＞

・グループのグローバルセールスから案件情報も来るが、ここだけに期待するのも限界がある。重要な海外
マーケットについては個別のセールス活動を自ら展開している。（外資系ホテル）

・「市場にあるものを取ってくる」ための営業は行っているが、「需要の創出」までは取り組めていないのが現
状 （日系ホテル）状。（日系ホテル）

＜MICEパッケージ商品＞
・自分の所はMICEの問い合わせがあったときは、宿泊、会議場、飲食を組み合わせたパッケージ商品でオ

げ が が 資ファーする。日本のホテルは個々に見積もって積み上げる傾向があり、これが課題の一つ。（外資系ホテル）

＜人材＞

・海外と日本のコンファレンスマネージャーの違いを感じる。①問い合わせに対する返答の迅速化、②英語対海外 日本の ン ァ ン ネ ジャ の違 を感じる。①問 合わ 対する返答の迅速化、②英語対
応能力の改善、③フレキシビリティの醸成、の必要性を強く感じている。（外資系ホテル）

＜データ収集＞
・MICE関係宿泊客を分析できるコンピューターシステムを導入しているホテルは無いのではないか （日系ホMICE関係宿泊客を分析できるコンピュ タ システムを導入しているホテルは無いのではないか。（日系ホ
テル）
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日本のPCOの現状と課題

２．（２） PCO（会議運営事業者） ～日本のPCOの現状と課題～

○顧客に対するソリューション提供サービスの強化
・会議アレンジ、通訳手配等の伝統的なPCOサービスを提供するビジネスだけではコモディティー化する懸念。こうしたサービスに加え、

顧客の問題を解決するソリューションを売り物とした付加価値提供型のビジネス取組を今まで以上に強化することが期待される。
・PCO事業を委託する発注者側の理解拡大も課題。例えば政府部門のPCO入札では、企画内容を問わず価格だけで競争を行う入札PCO事業を委託する発注者側の理解拡大も課題。例えば政府部門のPCO入札では、企画内容を問わず価格だけで競争を行う入札

（＝一般競争入札）のケースも多いが、PCOビジネスの高度化への阻害要因ともなりかねない。

○請負ビジネスから企画提案ビジネスへの発展
・会議ビジネスでは主催者からの請負が一般的であるためPCOビジネスそのものがコストと捉えられがち。これからは、自らが企画提案議 催者 請負 般 あ そ 捉 。 、 提案

するビジネスを開拓・拡大することが望まれる。

○国際会議の誘致活動におけるPCOの活用
・現状では、誘致活動におけるｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ（CB)とPCOの連携が限定的であり、PCOの専門的知見が誘致活動に十分反映できな

が が 事 がい。このままでは他国との誘致競争で不利となりかねない。CB側が公平性等の観点からPCOと連携することが困難な事等によるが、
双方において連携強化に向けた検討が必要。

○AMC、DMC等の周辺ビジネスの拡大
海外PCO事業者はAMC（Association Management Company)事業（ 協会運営支援事業） DMC事業 教育関連事業とい たシナ・海外PCO事業者はAMC（Association Management Company)事業（＝協会運営支援事業）、DMC事業、教育関連事業といったシナ
ジーのある事業を展開。我が国のPCOも同様の取組を行いつつあるが、自らの事業効果を高める観点で必要な取組を一層進めるこ
とが望ましい。

○PCO事業の国際展開の拡大○PCO事業の国際展開の拡大
・国内会議市場の将来的な成長には一定の制約が懸念されることから、国際的な展開も含めた市場の開拓が期待される。
・国際市場での競争力強化のためには、国際関連活動の更なる強化も有効。既に個々に積極的な取り組みが進められているが、国際

団体等を活用した活動の活性化、海外PCO事業者等との協力強化の一層の進展等も望まれる。

○その他
・我が国としてPCO機能の活用を図るためには、主催側関係者等に対するPCOビジネスの認知度向上への取組も必要。
・人に依存する事業であり、人材確保とその育成が重要。
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２．（２） PCO（会議運営事業者） ～CBとPCOの協力関係、PCOの役割～

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭ ﾛ とPCOの協力関係 ～ＩＣＣＡ総会での議論～ｺﾝﾍ ﾝｼｮﾝﾋ ｭｰﾛｰとPCOの協力関係 ～ＩＣＣＡ総会での議論～

国際会議の誘致成功に向けて、コンベンションビューロー（ＣＢ）とPCOの協力関係の構築が重要課題で
あり、海外ＭＩＣＥ事業者間では下記のような議論がある。

CBは情報提供を行う事によってPCOをサポートすべき。
デスティネーション（開催地）のプレゼンや開催地の環境整備等はCBの役割であり、PCOはここに
深入りすることは避けるべき。
CBが主催者からのリクエストの窓口となると共に、国内関係者がPCOを選定することを助けるべき。CBが主催者からのリクエストの窓口となると共に、国内関係者がPCOを選定することを助ける き。
これが会議誘致成功への近道。
CBとPCOの間の透明性、信頼、協力が も重要。

出典：Joint Destination Marketing & Meetings Management Sector Meeting(ICCA 総会）

現状の考え方 新たな視点

求められる役割 ロジスティックス ｿﾘｭｰｼｮﾝを含めた総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

PCOに求められる役割

プロモーションの視点 プロモーション コミュニケーション、マーケティング

サービス内容 サービス提供 ソリューション提供

求められる人材 やる気、安定感、献身的 異文化コミュニケーション能力
高等教育

価格 安価の追求 Value for Moneyの追求

質 より良いサービスの提供 戦略実現のツール、ｿﾘｭｰｼｮﾝの提供

出典：Strategies for Meeting Industry Survival and Success   (ICCA総会） 56



２．（２） PCO（会議運営事業者） ～海外のPCOの動向～

海外のPCO
コンベンション、イベント等の会議運営業務（PCO業務）が主役
同時に、①協会運営支援サービス（AMC: Association Management Company)、②DMCサービスなどを行うところが多い。
AMCサービス等を通じて、個々の企業や学会に対するソリューション提供サービスに取り組んでいる。
国際的な事業展開を積極的に行っている。

【海外PCOの分野別売り上げ事例（ＭＣＩ社）】

従業員数（人）
グループ

海外拠点数※

【国内外PCOの比較】

ＤＭＣ業務

海外PCO MCI 900 24
Kenes International 200 11
CONGREX 366 12
Kellen Meetings 180 3

国内PCO コングレ 250 2

ＡＭＣ業務
ミーティング・イベント

日本コンベンションサービス 203 －
ICSコンベンションデザイン 157 －
コンベンションリンケージ 285 1
※Bureau Van Dijk、Thomson Reuters等の企業情報ソースの他、各社ホームページより抽出。

会議運営業務

出典：観光庁「MICE市場動向等の調査」（H24.3)
代表的な海外PCOの例

議 営 務

広告制作・宣伝

• 売上・利益の7割はPCO業務(医療に特化)。他に
AMC事業、医学分野の教育コンテンツの提供事業等
を行 ている

• PCO業務が主要事業等であり、さらにDMC事業、
AMC事業、教育コンテンツ事業等を行っている。(PCO

Kenes AIＭ

を行っている。
• AMC事業の真の目的は、顧客との長期的かつ良好

な関係を築くこと。

AMC事業、教育 ンテンツ事業等を行っている。(PCO
に約100人、DMCに約100人等)
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２．（２） DMC・旅行事業者

DMC (Destination Management Company) とは
DMC とは、ＭＩＣＥ開催地に関する専門知識やネットワークを持ち、イベントやツアーの企画、ロジスティック
スに関連する業務を行うデスティネーションマネージメント機能を有する専門事業者のこと。
DMCがすべての手続きや調達を行うワンストップ窓口となるため 関連業者との調整や支払い等の煩雑な

DMC (Destination Management Company) とは

DMCがすべての手続きや調達を行うワンストップ窓口となるため、関連業者との調整や支払い等の煩雑な
手続きが簡素化される。
DMCの特徴は、その企画・提案力にある。顧客である主催者のニーズを踏まえ、地域が有する資源・コンテ
ンツを活用して、各種イベントやアクティビティ、エンターテイメント等の企画・提案を行い、主催者のMICE開
催に係るROI 大化を支援するビジネスモデルと言える。

地域密着ワンストップ
ソリューションの

企画 提案

ＤＭＣの提供する主なサービス：

地域密着ワンストップ
企画・提案

≪参考情報≫ＤＭＣの提供する主なサ ビス：
顧客のニーズに適した施設の絞り込み・手配

アクティビティの企画・実施
エンターテイメントの提案・手配

ケータリングの提案・手配

ADME International
(Association of Destination 

Management Executives International)

≪参考情報≫

ケ タリングの提案 手配
開催地ならではのコンテンツに関する提案

上記各コンテンツにおけるメッセージやテーマの
打ち出し

ロジスティックスマネージメント

Management Executives International)
★約200のＤＭＣが会員

(アジアの会員は中国のＤＭＣ１社のみ）
★本部：米国オハイオ州

★認証制度やA dを設け ＤＭＣ業界の質の向ロジスティックスマネ ジメント

サプライヤーのサービスレベルの調整・価格交渉
等

★認証制度やAwardを設け、ＤＭＣ業界の質の向
上や標準化を図っている。
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２．（２） DMC・旅行事業者

諸外国では デスティネ ション マネ ジメント機能を持つ専門事業者が活躍している 方 我が国では諸外国では、デスティネーション・マネージメント機能を持つ専門事業者が活躍している。一方、我が国では、
少数のDMC専門事業者及び一部の旅行業者がDMC的サービスを展開しているが、全般的にはDMCｻｰ
ﾋﾞｽ提供の取組は遅れており、我が国のMICE誘致競争力強化を図る上での課題の一つとなっている。

【従来の旅行事業者】 【ＤＭＣ】

地域密着型。隠れた観光資源を

発掘して商品化できる
開催地の情報を熟知

しているとは限らない

ＭＩＣＥ開催目的を達成するための

ソリューションの企画・提案
顧客のリクエストに

基づく手配・オペレーション業務

旅行手配はソリューションの
コンテンツのひとつ

手配内容は旅行関連
コンテンツに限られる コンテンツのひとつコンテンツに限られる

⇒ ＭＩＣＥの誘致・開催においては、より専門的な知識と企画力を持ち、主催者の
総合コンサルタントとなりうる“ＤＭＣ” （デスティネーション・マネージメント機能を
有する事業者）が求められる。
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２．（２） 運輸事業者

MICEの誘致活動や受入環境整備に当たっては 運輸事業者が果たす役割は大きい

背景・課題

MICEの誘致活動や受入環境整備に当たっては、運輸事業者が果たす役割は大きい。
海外では自治体・コンベンションビューローと航空事業者や鉄道事業者が連携して誘致活動等を展開しており、我が国でも
同様の取組を強化すべきとの指摘もある。
MICE誘致関係者と運輸事業者とが共通のメリットを見いだすような連携方策を我が国でも検討していくべき。

航空事業者と 連携事例

・コンベンションビューローのオフィシャルエアラインとなり、参加者の航空運賃をディスカウント
・誘致活動において、主催者キーパーソンの視察の際の航空券を無償供与 等

【海外の事例】

航空事業者との連携事例

【海外の事例】
●ウィーン
・オーストリア航空と連携し、会議主催者の事前視察に対して無償航空券を提供。
●ヒューストン
・ユナイテッド航空をオフィシャルエアラインとする協定を締結。500名以上の会議を対象に 大２割引。

・MICE参加者が利用するMICEパス（ICカード等）を発行。
・会議参加パスとして使うと共に、鉄道、バス、買い物、観光施設等に使える機能を有する。

鉄道事業者との連携事例

【海外の事例】
●韓国の「MICE Korea Pass」（ICｶｰﾄﾞ）
• 会議参加パス機能
• クレジットカードにより、チャージ可能。
• 公共交通機関（バス、地下鉄）乗車可能。

プリペイドカ ドとして買い物も可能• プリペイドカードとして買い物も可能。
• 公共交通機関、公共文化施設、食事及びショッピング等も含め一定の割引を実施。

●その他の導入事例
ウィーン、シドニー、ブリュッセル、アムステルダム、ミラノ等
• シドニー（Conference Card）、ブリュッセル（MICE Card）、シド （ ）、ブリ ッ ル（ ）、

アムステル ダム（Congress Card）、ミラノ（My Milano Card）、
韓国（MICE Card）等が導入

出典：「平成24年度IMEシンポジウム企画･運営等業務」報告書（観光庁）

〈第18回国際エイズ会議パス（ｳｨｰﾝ）〉
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２．（２） MICE分野の民間事業者

●海外では、MICE産業の振興や政府への提言活動等を行うMICE業界団体が存在する。●海外では、MICE産業の振興や政府への提言活動等を行うMICE業界団体が存在する。
（米国：Convention Industry Council、欧州：Joint Meeting Industry Council）

●他方、我が国では、MICE業界横断的な事業者組織が存在せず、MICEビジネス振興の中心的な担い手が不在。

CIC（Convention Industry Council)
概要 1949年設立の米国のMICE産業の業界団体（所属団体の活動範囲は米国にとどまらない）

参加団体（３２団体） ・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業界団体が業種横断的に参画
ICCA IAPCO MPI DMAI等の国際団体も参画

CIC（Convention Industry Council)

・ICCA、IAPCO、MPI、DMAI等の国際団体も参画

活動内容 MICE産業のトレンドの情報交換、業界標準・ベストプラクティスの共有、課題検討、情報発信
【具体例】
・CMP（Certified Meeting Professional)資格認定制度運営
・業界標準（APEX： accepted practices exchange initiative)作成：用語集 標準RFP チェックリスト等業界標準（APEX： accepted practices exchange initiative)作成：用語集、標準RFP、チェックリスト等
・政治家等へのロビーイング、MICEの認知度向上に向けた活動

日本の現状

・CVB、PCO、MICE関連施設などの分野では、事業者団体、関連協議会等が設置されている例もあるが、
MICE関連の民間事業者全体を包括する団体等は存在しない。

・このため、MICE民間事業者がオールジャパンとして取り組むべき誘致関連活動、人材育成等の業界共通の課

題対応 事業者間での関連情報交換 政府・社会等への対外的な発信等 産業界が共同で取り組むべき活動題対応、事業者間での関連情報交換、政府・社会等への対外的な発信等、産業界が共同で取り組むべき活動
が、必ずしも十分に行われていないのが現状。

【参考：日本のMICE関係事業者団体】【参考 日本のMICE関係事業者団体】

一般社団法人日本コングレス・コンベンション・ビューロー（ＪＣＣＢ）、一般社団法人日本コンベンション事業協会（ＣＰＡ）、日本ＰＣ
Ｏ協会（ＪＡＰＣＯ） 等
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Ⅲ 国自らの取組や各種支援Ⅲ 国自らの取組や各種支援

１．都市の誘致競争力の強化１．都市の誘致競争力の強化

◆ グローバルレベルのMICE都市の育成
◆ 関係者間の情報共有体制の整備◆ 関係者間の情報共有体制の整備
◆ ユニークベニューの開発、利用促進
◆ MICE受入・開催のためのエリアマネジメント組織との連携◆ MICE受入・開催のためのエリアマネジメント組織との連携

◆ MICE施設の整備
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海外競合国・都市との厳しい誘致競争に打ち勝つため、勝てるポテンシャルのある都市を選定して集中的に支援しつつ、グロー

１．グローバルレベルのMICE都市の育成 ～グローバルMICE戦略都市制度の創設～

海 競 国 都市 厳 誘致競 勝 、勝 あ 都市 選定 集 支援 、
バルレベルの誘致競争力を有する都市を育成する。
また、国や都市の競争力強化の有力ツールとしてMICE（＝国際会議、展示会などのビジネス系イベント）を位置づけ、産業育成
やイノベーション創造の推進を図る。あわせて、MICE誘致に向けた各種施策を総合的に実施する。

誘致ポテンシャル等が高い都市を「グローバルMICE戦略都市」として選定。
国が集中的に支援するとともに、都市の自律的取り組みを促し、MICEﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略の高度化、MICE誘致能力・体制の強化、
受入環境の整備等を図ることにより、グローバルな誘致競争に打ち勝つ都市を育成。

世界トップレベ
ルのMICE都市

我が国を代表するMICE都市
・対象都市に対し、グローバルレベルの誘致
活動や体制強化に向けた自律的な取組を強

制度運営の考え方

ルのMICE都市

更なる絞り込み
（H26以降）

活動や体制強化に向けた自律的な取組を強
く促していく。

・平成26年度以降は、対象都市の前年度の

実績・評価等を踏まえて、対象都市を見直す
とともに 段階的に絞り込みをかけていく

グローバルMICE戦略都市
（H25年度～）

誘致ポテンシャルを有する都市を５都市程 支援内容

とともに、段階的に絞り込みをかけていく。

公募
・市場/競合都市の調査分析
・アドバイザー派遣
プ 支援

度を選定。国が集中的な支援を行う。 ※国と自治体が協働して実施する

国内でMICEに取り組む都市
・プロモーション支援
・域内関係者の連携促進 等
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観光庁事業によるパッケージ支援事業グローバルMICE戦略都市

１．グローバルレベルのMICE都市の育成 ～グローバルMICE戦略都市 支援事業～

誘致に当たっての海外顧客・競合都市に関する調査分析を国が行い、その
結果をグローバルMICE戦略都市に提供する

調査分析結果を活用し、戦略策定・
高度化に必要な基礎情報の把握

①市場/競合都市の調査分析

誘致戦略の策定・高度化

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等を招聘

し、マーケティング戦略の策定・高度化、さらには誘致活動についてコンサルティング・活
動支援を実施する

アドバイスを受け、さらなる戦略の高
度化、ノウハウの取得

専門誌等 記者を 本 招請し グ バ C 戦略都市を取材先とし 選定

②アドバイザー派遣
（海外専門家）

専門誌等の記者を日本へ招請し、グローバルMICE戦略都市を取材先として選定の

うえ、記事広告の掲載を行う。また、国際会議誘致・開催における事前の広報支援を
行う

メディアを活用し、より効果的なプロ
モーションの実施

誘致戦略の実施

外部講師の派遣により、ステークホルダー連携促進のためのセミナーを開
催する

③プロモーション支援

④ステークホルダーの連携促進

県・市単位でMICE開催による経済波及効果の把握が可能な測
定モデルを国が開発する

測定モデルを活用し、 MICE開催効果の
把握と関係者の啓蒙 協力体制の構築

戦略を実施する上で必要な連携体
制を構築

催する
④ ク 連携促

⑤地域経済波及効果測定モデルの開発

把握と関係者の啓蒙・協力体制の構築

国際競争力の強化 パッケージ支援事業以外の観光庁の支援

プ
国のMICEプロモーションの中で グローバルMICE戦略都市のプロモー

※ 事業の年度展開に合わせて、支援メニューの拡充・深化を行う見込み。

戦略の実施結果に対する
国の評価

国としてのプロモーション
国のMICEプロモ ションの中で、グロ バルMICE戦略都市のプロモ
ションも実施

関係省庁等への各種働きかけ ・大臣等によるトップセールスの実施
・MICE受入環境整備等についての関係省庁への働きかけ 等

●JNTOの実施する各種情報活動、誘致活動と本事業との連携

国の評価

第２段階へ
（H26年度～）

絞り込み

JNTOの支援

64



海外の多くのコンベンションビューロー（CB)では、都市内のホテル、PCO等の民間事業者と連携し、市内の国際会議開催に
関連する情報を関係者 情報共有するシ テム（CRM C R l i hi M S ）の導入例も多い

１．関係者間の情報共有体制の整備

関連する情報を関係者で情報共有するシステム（CRM: Customer  Relationship Management System）の導入例も多い。
こうした情報共有を通じて、誘致活動の迅速化や関係者の連携体制の構築につなげている。
我が国ではこうした関係者間の情報共有体制の構築が遅れているとともに、結果として誘致活動においてCBと民間事業者

との連携が遅れたり困難となることから、海外との誘致競争においてマイナスとなるとの懸念がある。

コンベンション

問い合わせ等

問い合わせ等

主催者等

都市の民間事業者

コンベンション
ホテル

顧客・MICE案件（リード）
に関する情報共有

国内の現状国内の現状ウィーンの取組

都市の民間事業
者

シ
ビューロー

ホテル

顧客・案件に関する
情報提供

随時情報
入力

閲覧

ビューロー
ホテル

PCO

CBとホテル、PCO間での情報共有が不十分（MICE案件(リード）情報、競
合国 都市情報 顧客情報等）独自ﾃﾞｰﾀ

ﾍﾞｰｽ
PCO

ミネアポリスの取組

合国・都市情報、顧客情報等）
一層の情報共有が望ましいが、その一方、民間事業者にとってはMICE案
件情報はビジネスそのものであることから容易に共有できるものではなく、
またCBの立場からは、特定の民間事業者に情報提供という便宜を図るこ
とが困難との課題がある

主催者コンベンション
ビューロー

案件
情報

案件情報

タク 履 客室の確保 ＜国が検討すべき事項＞

ミネアポリスの取組 とが困難との課題がある。
情報共有や連携の遅れは誘致活動の遅れや非効率を生じる。
類似の問題は、JNTOと各都市CBとの間でも生じている。

CRMシステム
(CRM: Customer Relationship Management )

コンタクト履
歴等を入力

客室の確保
可能性を把握

・CBと、ホテル/PCOとの間での情報共有システムの構築を促す方策を
検討する。

・JNTOと各都市のCBとの間で、MICE誘致案件の情報共有を強化する。

＜国が検討す き事項＞

ホテル

( p g )
CVBの入力

した案件情
報を閲覧

部屋数の供給可能量
等を入力

（個別誘致案件の情報共有等）
・こうした情報共有と共に、会議誘致活動（ビッド対応等）に向けたJNTO
とCB,CBとホテル・PCOのチーム構築迅速化の方策を検討する。
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１．ユニークベニューの開発、利用促進 ～現状と課題～

＜背景と現状＞

ポテンシャルの高い施設は多く存在するものの、ユニークベニューとしての開放は進んでいない。
制度的に利用を受け付けても、個別案件毎に多大な調整作業・時間が必要であるなどの障害が多い
各種サービスがパッケージ化されておらず、利便性が低い。
利用可能なスペースが限られる等、利用者ニーズに合致しない利用ルールとなっている。
海外都市においては、ユニークベニューを利用したレセプション等の開催は一般的となっている。

＜課題とニーズ＞ 海外事例海外事例＜課題とニ ズ＞ 海外事例海外事例

〈世界遺産でのレセプション〉

豊富・多様なベニューの開放情報発信不足
• 利用可能施設に関する情報の不足
• 利用ルール・基準等の整備・公表が不十分利用ル ル 基準等の整備 公表が不十分
• 窓口の明確化

ベニュー開放の遅れ
ポテンシ の高い施設はあるものの クベ

出所：CIBTM2013webサイトより

• ポテンシャルの高い施設はあるものの、ユニークベ
ニューとしての開放は進んでいない

• 公的施設の民間（貸切）利用に対する、施設管理運営
者・市民等の抵抗感 〈ルーブル美術館でのレセプション〉者 市民等の抵抗感

• 法的制度の問題
（例）食品衛生法、道路交通法 他

限定的な利用 煩雑な手続

〈ル ブル美術館でのレセプション〉

限定的な利用、煩雑な手続
• 利用条件、利用スペース、準備作業時間等の制限
• 施設管理運営者、保健所、消防等、多数の申請窓口
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ロンドンにおけるユニークベニューの取組み事例ロンドンにおけるユニークベニューの取組み事例
概

Unique Venues of London（ロンドンのユニークベニュー協会組織）

１．ユニークベニューの開発、利用促進 ～海外事例と今後の検討方針～

年間160件のイベント開催実績
専任の担当職員を配置

概要
・1993年設立。国立歴史博物館を中心とした18施設が設立メン
バー。現在のメンバーは79施設。

・有限責任会社の形態をとる。メンバー施設は毎年会費を払う。
・London&Partners（ロンドン観光局）、Visit Britain(英国観

ロンドン自然史博物館

専任の担当職員を配置
施設の貸出、ケータリング、音
響、照明等の各種サービスを
パッケージ化

（ 観光局）、 (英国観
光局）、ロンドン市の支援を受ける。
加入要件
・ｻｰﾋﾞｽ業、ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ、ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、会議・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを主要業務
としない者であり、会議開催地としてﾕﾆｰｸであること 等

取組内容取組内容
専用HPの運営等のワンストップ窓口業務、MICE見本
市への出展等のPR活動、協会加入施設の品質の維持・向上と
いった業務を実施。
メンバー施設例

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ大聖堂 ﾃｰﾄ美術館 ﾛｲﾔﾙ･ｵﾍﾟﾗ･ﾊｳｽ ﾛﾝﾄﾞﾝ動物園

博物館の名所である、恐竜模型を
置いているスペースの利用が可能

出所：ロンドン自然史博物館提供資料

協議会の設置

• ユニークベニュー利用事業者、施設関係者、自治体等による協議会を設置し、ユニークベニューの新規開拓や利用活

ｾﾝﾄﾎ ﾙ大聖堂、ﾃ ﾄ美術館、ﾛｲﾔﾙ･ｵﾍ ﾗ･ﾊｳｽ、ﾛﾝﾄ ﾝ動物園
＜国が検討すべき事項＞

ユ ク ュ 利用事業者、施設関係者、自治体等による協議会を設置し、ユ ク ュ の新規開拓や利用活
性化のための環境整備、関係者の情報交換等を推進する枠組みを構築する。

新規施設の開拓

• ユニークベニューとして活用できる新規施設を数カ所選定し、施設側にとって負担となっている各種手続き、料金設定な
どの運用手法についてのモデル事例・運用ガイドラインを策定する。どの運用手法に いてのモデル事例 運用ガイドラインを策定する。

公共施設解放への働きかけ
• ポテンシャルの高い公共施設でユニークベニューとしての利用解放を図るべく、関係省庁や自治体等の施設管理側の

関係機関への働きかけを行う。
ユニークベニュー施設情報等の一元化ク 施設情報等の 元化
・ 利用可能者数、担当者、図面などの関連情報を一元化し、利用者側への提供を図る。
食品衛生法等の関連規制の運用弾力化への働きかけ
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１．ＭＩＣＥ受入・開催のためのエリアマネジメント組織との連携

■都市の競争力を強化する観点から、地域の地権者、事業者等が連携して、環境、企業集積、ビジネスナレッジ集積、都市ブランディング等、地域の
付加価値を高めていくエリアマネジメントの取り組みが各所で進行。

■エリアマネジメント組織は、国際会議の誘致・開催への地元関係者としてのサポート、地域に根ざしたユニークベニュー利用のための支援等、ＭＩ
ＣE誘致・開催における活躍の余地は大きく、こうした組織と域内・域外のＭＩＣＥ関係者が連携を図ることにより、都市機能の強化・魅力を高めること
が可能

地 ビジネ
地区内地方

スクリーニングした
企業ネットワーク

エリアマネジメント組織の連携イメージ

地元ビジネス
支援システム

地区内
企業

③産業創出
コラボレ ション

企業

大学

公共
団体

企業ネットワーク
（ＩＴ・環境・ヘルスケアなど

成長分野のベンチャー
・外国企業 等）

②民有地・公有地
ユニークベニュー等の

オリジナルメニュー
ユニークベニュー

所有者

道路管理者

コラボレーション

学術

政府
系諸
団体

所有者

警察
地元側

受入組織団体

［担い手］

業界
エージェント

ＰＣＯ、旅行業者等海外
企業

消防

保健所等

受入組織
①ワンストップ窓口

MICE
誘致活動

地元エリアマネジメント団体や官民協働組織等

［担う業務］

①地区内連携支援を行うワンストップ窓口（各施設と連
携し、地区内におけるMICE開催を支援。地区側から
主催者側へ情報発信も行う ）

会議施設

ホテル
コンベンション

ビューロー

③地域ならではの産業創出を行うコラボレーション提案

主催者側へ情報発信も行う。）

②民有地・公有地・ユニークベニュー等のオリジナルメ
ニュー提供

MICE主催可能性群

飲食施設

ビュ ロ
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主催者の施設 ズの変化 アジアを中心とした競合国におけるMICE施設整備の進展等につれ 我が国のMICE施設

１．MICE施設の整備

主催者の施設ニーズの変化、アジアを中心とした競合国におけるMICE施設整備の進展等につれ、我が国のMICE施設
は、その規模・質において競合国から後れを取っていると言わざるを得ない状況。
都心部に立地するMICE施設の一部は、稼働率がほぼ上限に近いところにある。そのため、リピート利用ニーズへの対
応で施設利用枠は飽和状態となっており、新規に利用枠を確保するのも難しい状態となっている。
MICE施設のスペ クは誘致競争に参加するための前提条件であり MICE施設整備の推進は必須の課題と言えるMICE施設のスペックは誘致競争に参加するための前提条件であり、MICE施設整備の推進は必須の課題と言える。

顧客：Customer顧客：Customer 競合： Competitor競合： Competitor日本のMICE施設日本のMICE施設

併設展示会開催ニーズの拡大

分科会会場へのニーズ拡大

新規施設の整備

既存施設の拡張・大規模改修

一体型MICE施設の不足

会議施設の展示規模不足

Wi-Fi等、ITインフラへのニーズ拡大

オフィスタワー

COEX 
InterContinental Hotel

（DFSあり）
オフィス・
レストラン ロングステイ用ホテル、

アパート
シティ・エアポート・

ターミナル

カジノ

MICEエリア整備の推進

等 等

高稼働で予約が取りづらい首都圏施設

ITインフラ整備の遅れ

コンベンション・
エキシビション施設

Grand 
InterContinental Hotel

デパート

カジノ

ショッピングモール

Conventionの収益性を重視する潮流
モバイルPC、スマートフォン、タブレットPC
等の普及
Convention用アプリ等、IT技術を活用した
MICEの増加

等

新規整備の抑制

画像出所：
COEX（左上）

⇒各施設提供資料より作成
Melbourne Convention & Exhibition Centre（右下）

⇒施設Webサイトより

MICEの増加
技術の進展による、学術分野の細分化

進まない施設拡張
各種設備の老朽化

＜国が検討すべき事項＞ 施設Webサイトより

・MICE開催地としての都市機能を強化するため、各種取組の検討を行うとともに、関係者への働きかけを実施する。

＜国が検討すべき事項＞
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Ⅲ 国自らの取組や各種支援

２ MICEプレイヤ の強化２．MICEプレイヤーの強化

◆ コンベンション・ビューローの財源のあり方の検討①
◆ コンベンション・ビューローの財源のあり方の検討②
◆ 大学・研究者等へのサポート環境整備
◆ MICE分野の人材育成
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２．コンベンション・ビューローの財源のあり方の検討①

海外CBは、総じて国内CBより豊富な予算を有して積極的な誘致活動を展開。こうした海外CBでは、誘致競争力の強化に海外 は、総じ 国内 より豊富な予算を有し 積極的な誘致活動を展開。 うした海外 は、誘致競争力 強化
向けた財源確保に努めている。
具体的には、自治体からの交付金や会員企業からの会費収入、さらには、CBの自主事業や域内事業者からの目的税等、
様々な手法を用いて活動資金の確保に努めている。

海外各都市 おける財源確保 対する り組海外各都市 おける財源確保 対する り組海外各都市における財源確保に対する取り組み海外各都市における財源確保に対する取り組み

財源確保手法 取り組み概要・事例

公的財源
CBの活動経費を自治体の公的財源で確保

公的財源
活動経費 自治体 公的財源 確保

CBの活動経費を大部分を自治体の公的財源で拠出。（日本の各都市、ソウル、大田）

CB（自主事業）
CBとして一般観光関連事業やホテル予約サービス等の自主事業を展開

CBが交通パスや観光パス、オリジナルグッズの販売、ホテル予約サービス等の営利事業を展開。そこから得られる収

益をCBの自主財源に充当（バルセロナ、ウィーン、ベルリン、オスロ）

CBによる
自主事業収入

CBとして一般観光関連事業やホテル予約サービス等の自主事業を展開
CBが交通パスや観光パス、オリジナルグッズの販売、ホテル予約サービス等の営利事業を展開。そこから得られる収

益をCBの活動資金に充当（バルセロナ、ウィーン、ベルリン、オスロ）益をCBの自主財源に充当（ ルセ ナ、ウィ ン、 ルリン、オス ）益をCBの自主財源に充当（バルセロナ、ウィ ン、 ルリン、オスロ）

地元産業界等
の拠出

CB会員からの会費収入や、任意のスポンサーシップとして地元企業から受領
ホテル客室数、MICE施設座席数等に応じた会費収入を活動資金に充当（バルセロナ、オスロ、ストックホルム、コペン
ハーゲン）

地元企業からの寄付金等の収入を活動資金に充当（ウィーン）

観光目的の
地方税

観光やMICEプロモーション等を目的とした目的税を自治体が課税
MICE施設周辺地区のホテルを対象に、客室売上に対する一定比率の課税を行い財源を確保。自治体を経由して、
CB活動資金やMICE施設改修費用に充当（ニューヨーク、オーランド等のアメリカの主要都市、ウィーン）

海外と誘致競争を行う国内主要都市では、財源強化に向けた取組が求められる。
・海外主要都市の財源確保事例の収集・分析を行い、国内関係者と情報共有する。
現状では定量的な把握が不十分である「MICE開催による域内事業者等 の経済波及効果 に いて その試算を可能と

＜国が検討すべき事項＞

・現状では定量的な把握が不十分である「MICE開催による域内事業者等への経済波及効果」について、その試算を可能と
する評価モデルを国が構築する。

・財源手法の多様化に意欲のある自治体が検討を行う際に、国として何らかの支援を行う。
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地元産業界による拠出の例 CBによる自主事業の例

２．コンベンション・ビューローの財源のあり方の検討②

～オスロの例～
• visit Oslo（オスロ・コンベンション・ビューロー）は株式会

バルセロナ • Barcelona Tourismeの予算の93％は自主事業の
収入による。

• 自主事業内容：市内ﾊﾞｽﾂｱｰ、ｳｫｰｷﾝｸﾞﾂｱｰ、ﾊﾞﾙｾ
ﾛﾅ･ｶｰﾄﾞ（美術館の無料・割引券 市内公共交通機

社の形態をとり、地元企業がその株主。

• 収入源は、①オスロ市からの補助金、②自主事業による
収入、③事業者からの拠出。

• 自主事業の収入源は、ホテル予約フィー、オスロ･パス

ﾛﾅ ｶ ﾄ （美術館の無料 割引券、市内公共交通機
関乗り放題） 等

オスロ Oslo Pass※の収入

※市内公共交通機関乗り放題＋主要観光施設やレ
ストランの無料・割引券

の売上等。
• 事業者からの拠出は、ホテル事業者、MICE施設等の区
分ごとにルールを設定して徴収。（ホテル事業者：100㌦
／部屋、MICE施設：30㌦／席）

トランの無料 割引券

ベルリン Berlin Welcome Card※の収入

※市内公共交通機関乗り放題＋主要観光施設無
料・割引券

～オーランドの例～

～visit Osloの財源内訳～
（総額約5億6千万円）

観光目的の地方税の例

オ ランドの例
• フロリダ州オレンジ郡が郡内のホテル等からTourist 
Development Tax（TDT。Resort Taxとも呼ぶ。）を徴収

•宿泊料に対し６％を課税。2012年のTDT収入には177億円
• visit Orlandoの年間予算58億ドルのうち、34.7億ドル（約オスロ市補助

自主事業に

よる収入
30% visit Orlandoの年間予算58億ドルのうち、34.7億ドル（約

60％）はTDTから充当。
• 残り約40％は協賛企業の会費および自主事業の収益によ
る。なお、TDTはこの他、コンベンションセンターの施設償却
費等にも充当。

金

48%

業界からの

会費収入
22% 費等にも充当。22%
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学術系の国際会議においては、日本国内の学会関係者（主催者）が会議誘致に立候補することが第一歩。主催者は、大学
の教員や研究者であることが多いが 研究活動等で多忙であることから 会議誘致に踏み出しにくいのが現状

２．大学・研究者等へのサポート環境整備

の教員や研究者であることが多いが、研究活動等で多忙であることから、会議誘致に踏み出しにくいのが現状。

一方、海外の有力大学では、大学がカンファレンスサービスの機能を有しており、会議誘致・開催に伴う教員の事務負担を軽
減するシステムができている。その結果、多数の会議誘致につながるとともに、教員の研究環境の向上が図られている。

国際会議誘致に立候補しなかった理由国際会議誘致に立候補しなかった理由 海外大学におけるカンファレンスサービス事例海外大学におけるカンファレンスサービス事例

43.3%

23 3%

0% 20% 40% 60%

過去数年内に日本で開催したため

日本で開催する意義や必要性を感じないため

出所）観光庁実施アンケート「国際会議の日本への誘致に関するアンケート調査」• 教員の国際会議誘致に関する事務負担軽減のための
カンファレンスサービスを大学組織として設置

• 主に学内で開催される会議について予算編成や会場選定、
レジストレーション等の事務手続きをサポート

23.3%

31.7%

48.3%

日本で開催する意義や必要性を感じないため

赤字となるリスクを負いたくないため

誘致・開催に携わることのできる会員や

事務局の人員が不足しているため

誘致活動においてキーマンとなる人材が

スタンフォード大学 カンファレンスサービス

• 大学側にとっては多数の会議を誘致することで研究機関としての、
知名度、ブランド向上に繋がることがメリット

36.7%

30.0%

16.7%

誘致活動においてキ マンとなる人材が

不足しているため

誘致活動にかけることのできる

資金が不足しているため

誘致活動についてのノウハウが

不足しているため

国内の会議施設等が規模等の

下記のようなサービスをワ
ンストップで提供することで
研究者の負担を軽減

• 会議内容へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

1.7%

20.0%

11.7%

国内の会議施設等が規模等の

条件を満たしていないため

国際組織・団体や関連する団体の中における

日本の存在感や影響力が必ずしも高くないため

日本への国際会議の誘致が

自組織内における評価につながらないため
N=60

• 予算編成、契約関連のア
ドバイス

• 会場選定、準備
• スタッフの確保、派遣
• レジストレーション
• 飲食関係の手配 等

国際会議誘致に立候補しなかった理由として
“誘致活動のための人員不足”が多数挙げられている

出所）スタンフォード大学ホームページ
http://www.stanford.edu/dept/rde/cgi-bin/drupal/conferences/

• 飲食関係の手配 等

＜国が検討すべき事項＞

・大学・研究者等が容易に会議誘致・開催に取り組めるための課題・手法の調査検討、モデル事業をはじめとする支援策の
検討を行う。

＜国が検討すべき事項＞
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２．MICE分野の人材育成

○ 海外では 観光 ホスピタリティ系学部にMICEやイベントマネジメント等を専門とするコ スが整備され MICE産業界へ○ 海外では、観光・ホスピタリティ系学部にMICEやイベントマネジメント等を専門とするコースが整備され、MICE産業界へ
の人材供給や本分野の学術研究が進められているため、我が国でも大学でのMICE教育を立ち上げることが必要。

○ 国際的に通用するMICE人材育成のための専門的なセミナーや研修を実施し、実務者向けの人材育成を推進する。

海外 大学におけるMICE教育 整備

１８

海外の大学におけるMICE教育の整備

韓国・ソウル 慶煕大学 ホテル観光管理カレッジ コンベンション管理学部

中国・北京 北京第二外国語大学 観光管理スクール コンベンション・展示会管理学部１８
中国 北京 北京第二外国語大学 観光管理スクール コンベンション・展示会管理学部

米国・ラスベガス ネバダ州立大学ラスベガス校 ホテル管理カレッジ 観光コンベンション管理学部

米国・オーランド セントラルフロリダ大学ローゼンカレッジ イベント管理学科

国内におけるMICE人材育成の事例（平成２４年度）

①国内研修 ＜実務者向け＞

・日程：2012年12月13～14日
セミナー・研修名 開催日程 開催地

MPI World Education 2012年7月28日 ｾﾝﾄﾙｲｽ

表：平成24年度海外研修派遣先

②海外研修 ＜実務者向け＞

・募集人数：30名程度
・対象：CB、PCO、施設、MP、ホテル、エージェント等誘致実務担当者（初～中級者）
・内容：１日目：講義、２日目：ビッドプレゼンテーションのグループ演習

1 MPI World Education 
Congress

2012年7月28日
～7月31日

ｾﾝﾄﾙｲｽ
(米国)

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

ｻﾝﾎｱﾝ
(ﾌﾟｴﾙﾄﾘｺ)

IAPCO Seminar on 2013年1月19日 ｴﾙﾏﾂｨﾝｹﾞﾝ

③CMP受験支援 ＜実務者向け＞

・募集人数：8名
・対象：CB、PCO、施設、MP、ホテル、エージェント等誘致実務担当者（中～上級者）
・内容：MICE関連国際団体等が開催する総会・研修等へ派遣（観光庁が費用を一部負担）

3 Professional Congress 
Organization

2013年1月19日
～1月24日

ｴﾙﾏﾂｨﾝｹ ﾝ
(ｽｲｽ)

4 IAPCO
Meeting Master Class

2013年1月21日
～1月24日

ｴﾙﾏﾂｨﾝｹﾞﾝ
(ｽｲｽ)

・支援対象：2013年第1クォーターCMP試験（2013年1月下旬実施）
・募集人数：8名
・対象：CB、PCO、施設、MP、ホテル、エージェント等誘致実務担当者（上級者）
・内容：MICE業界における国際認証の一つであるCMP認証試験の受験支援（観光庁が費用を一部負担）、勉強会の実施
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３．アンバサダープログラムによる効果的誘致①

課題課題

MICE誘致における我が国の 大の強みの一つが、世界トップ水準の研究者・ビジネスマンを有すること。
国内外に強い影響力を有し、国際会議の誘致においてもキーとなる多くの人材や学協会が我が国に存在。

その一方、こうした実力の高い国内の多くの研究者・ビジネスマンや学協会は、会議誘致経験の不足、業務多忙等の
理由から その多くが国際会議の誘致に積極的ではない 我が国への誘致に向けたリーダーシップが必要理由から、その多くが国際会議の誘致に積極的ではない。我が国への誘致に向けたリ ダ シップが必要。
また、日本への誘致可能性のある国際会議関連の情報をMICE誘致を争う海外都市に遅れをとらずに入手するめに
は、当該分野で国際的な深いネットワークを有する者が必要となる。

①我が国がMICE誘致を進める分野において、国内外で影響力の高い有識者（研究者、産業界のリーダー

対応対応

等）をMICE分野のアンバサダーに任命。

②その立場や人的ネットワークを活用し、
⇒国内関係者に対して国際会議の意義や重要性を啓蒙⇒国内関係者に対して国際会議の意義や重要性を啓蒙
⇒日本への誘致可能性のある国際会議の情報をいち早く海外から入手
⇒誘致可能性のある国際会議について、立候補に向け国内関係者に対する働きかけを実施
⇒当該分野の海外関係者に対して日本のPR活動を実施

ダ プ グ＊海外では、アンバサダープログラムを展開する国・自治体は多い(約35%)。但し、その手法・規模は様々。

海外 導入が進む上記 バサダ プ グ ムを我が国にも導入し 国内外 影響力 高 研究者 産業界

＜国が検討すべき取組＞

•海外で導入が進む上記アンバサダープログラムを我が国にも導入し、国内外で影響力の高い研究者・産業界
リーダー等の人材をMICE誘致において活用する枠組みを早急に構築する。
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Ⅲ 国自らの取組や各種支援

３ チ ムジャパンの誘致体制の構築３．チームジャパンの誘致体制の構築

◆ アンバサダープログラムによる効果的誘致①
◆ アンバサダープログラムによる効果的誘致②
◆ 日本のMICEブランディングの構築
◆ 誘致活動における政府内の連携強化
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３．アンバサダープログラムによる効果的誘致②

アンバサダープログラムのイメージアンバサダープログラムのイメージアンバサダープログラムのイメージアンバサダープログラムのイメージ
アンバサダー

海外のＭＩＣＥ関係者たち

中国●▼学会の

Dr.Aのようなキーマンの
働きかけがあるならば、

日本に一票を投じるか。。 A大学の教授 Dr. A
「国際●▼学会」の理事

「日本● 学会 の委員も兼務
国

会長 Dr. C （中国） 「日本●▼学会」の委員も兼務
●●分野の国際的ﾘｰﾀﾞｰの一人

Dr.Aは、国際本部

の重鎮 彼から聞

大学 教授 誘致立候補は手

の重鎮。彼から聞
かれたら、情報提

供しないと。。

国際会議の誘致をためらっている

国際●▼学会（国際本部）
会長 Mr. B （カナダ）

B大学の教授 誘致立候補は手
間もかかるし面倒
だが、Dr.Aの要請
もあるし頑張るか。。

国際会議の誘致をためらっている
国内の主催者たち
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MICEは一般観光（レジャー）とは顧客・内容共に異なることから、MICEとしてのブランディングが重要。海

３．日本のMICEブランディングの構築

MICEは 般観光（レジャ ）とは顧客 内容共に異なることから、MICEとしてのブランディングが重要。海
外競合国・都市もMICEビジネスに特化したブランディング活動を行っている。
MICE開催地として知名度の低いデスティネーションほど、ブランディングは重要。

マレーシアの例 一般観光との比較マレーシアの例 一般観光との比較

ソウルの例

一般観光とMICEとでは
全く異なるブランディング

Malaysia - Truly Asia (マレーシア政府観光局）

く異なる ランディング

シドニーの例

Malaysia - Asia’s Business Events Hub
（マレーシア コンベンション・エキシビジョン ビューロー）
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MICE誘致においては政府が積極的に誘致活動をサポートすることは極めて重要。

３．誘致活動における政府内の連携強化

誘 積 誘 動

開催地投票権を有する各国キーパーソンに対して働きかけを行う際には、在外公館や関係省庁等の政府要人からの働
きかけは大きな武器となる。

また、誘致時における大臣クラスからの招請状の発行や、開催時、政府要人が開会式典等への出席・挨拶等を行うこと
も、参加者に対する強い歓迎の意を表すこととなるため、日本の印象に対して好影響を与える。表

誘致活動・ロビーイングにおける政府内連携強化に向けて誘致活動・ロビーイングにおける政府内連携強化に向けて

立候補都市CB・ＰＣＯ、観光庁・ＪＮＴＯ

タイ （バンコック） の事例（医学系国際会議）

・会議規模： ６０００名
開催地決定方法 1カ国１票 計９３票 会議開催時学協会日本支部等

キーパーソン
の特定

政府要人の
紹介依頼

・開催地決定方法：1カ国１票。計９３票。会議開催時
により投票により決定。
・「国際連合タイ政府代表部」から、すべての投票
権者へ要請レターを発出。会議誘致に成功。

国際団体理事等
開催地決定権者
（キーパーソン）在外公館や関係省庁

（大使や関係省庁幹部等）

各都市CBからの依頼に
基づき、政府要人への

取次ぎ/協力要請

誘致の働きかけ・
ロビーイング

（大使や関係省庁幹部等）協力依頼

取次ぎ/協力要請

・MICE誘致において、政府全体がオールジャパンで取り組むことが極めて重要。

＜国が検討すべき事項＞

MICE誘致において、政府全体がオ ルジャパンで取り組むことが極めて重要。

・関係省庁及び観光庁が一体となって誘致活動を展開。このため、誘致関係者からの要請に応じて、観光庁から国際会
議の関係省庁及び外務省に対して、協力要請等の活動を行う。
・迅速かつ効果的な誘致活動ができるよう、各省庁が窓口を設け、協力体制を構築しておく必要がある。
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Ⅲ 国自らの取組や各種支援

４ 国 都市の戦略実現ツ ルとしてのMICEの活用４．国・都市の戦略実現ツールとしてのMICEの活用

◆ MICEの戦略的活用◆ MICEの戦略的活用
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MICE（国際会議、展示会）開催を通じて世界の研究者やビジネスパーソンを我が国に呼び込むことで、イノベーションやビジネス
機会を創出 国際会議はイノベ シ ン／科学技術やビジネスの振興に有益であり 方の展示会は商談を通じたビジネス振興に資する

４．MICEの戦略的活用 ～国・都市の重点分野とMICE誘致の連携～

機会を創出。国際会議はイノベーション／科学技術やビジネスの振興に有益であり、一方の展示会は商談を通じたビジネス振興に資する。
MICEのこのような機能を活かすため、海外の有力都市では、戦略的な重点育成分野の振興のために当該分野の国際会議や展示会の誘致
開催を行っている。

海外の事例

国際会議
（学会・ビジネス系会議）

海外有力都市では、自国/都市の戦略的重点分野の振興のために
国際会議、展示会をツールとして活用している。

シンガポールの「戦略的クラスターアプローチ」
海外の優秀な人（ビジネスマン 研究者）と知恵

科学技術・

金融
バイオ
・医療

I T環境・水

等

国際会議
（C）

国際会議
（C）

展示会
（E）

展示会
（E）

・海外の優秀な人（ビジネスマン、研究者）と知恵
（ナレッジ）を我が国・都市に呼び込む
・日本のビジネス・技術を海外に売り込む機会

科学技術・
イノベーション振興

ビジネス振興
等

ミュンヘンのバイオ産業集積

バイオ分野の大展示会・国際会議である「Analytica」と、域内

のバイオ産業クラスターが集まって成長し、バイオ産業集積に
多大な寄与本

バイオ分野の展示会・国際会議
をミュンヘン市内で開催

我が国では、国や都市の戦略分野とMICE
誘致の連携に対する意識が低い。

多大な寄与

大学大学

研究所研究所

大学病院大学病院
バイオVBバイオVB

バイオクラスター
の形成

日 本

研究所研究所
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ

大企業大企業の形成
相互に成長

・国・都市の重点推進分野の誘致活動強化のため 当該分野の関係団体とMICE誘致関係者の連携枠組みを構築

＜国が検討すべき事項＞

・国・都市の重点推進分野の誘致活動強化のため、当該分野の関係団体とMICE誘致関係者の連携枠組みを構築
・重点推進分野の国際会議誘致に対する国の支援の検討
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開催される会議分野の有力企業や研究機関、関連施設（プラント等）を紹介するテクニカルビジットは、会議参加者の満足度
を高めるとともに 会議そのものの付加価値の向上に貢献

４．MICEの戦略的活用 ～テクニカルビジット等を通じた我が国からの情報発信～

を高めるとともに、会議そのものの付加価値の向上に貢献。
「日本の 先端技術を知りたい」といった日本の技術力や製品に対する関心は高い。開催地域にとっても、PRの良い機会。
テクニカルビジットの実現に向けては、これまで観光業界を中心に構築されてきたMICE受入体制の枠を、産業界および自
治体等も含めた地域や国全体へと拡大することが必要。

MICE開催地として魅力向上
自 観旅行会社

国内産業との連携によるテクニカルビジット等を通じた産業振興国内産業との連携によるテクニカルビジット等を通じた産業振興

開催地として魅力向
参加者の満足度向上

参加者数の増加

自
治
体
／
コ
ン

ＭＩＣＥ誘致
の視点

観
光
関
連
事
業

旅行会社
ホテル等宿泊事業者
MICE施設運営事業者
交通関連事業者
各種観光施設

連携

テクニカルビジット

（工場、研究所、インフラの視察）

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ビ

コンテンツ
開発

業
者

連携
製造業

各種観光施設
PCO・DMC
・・・・・・・・

ビジネス機会の創出

ュ
ー
ロ
ー

ビジネス
振興

の視点

産
業
界

連携
医療産業
インフラ産業（含、自治体）
・・・・・・・・

MICEを通じた
国際連携支援

産業のブランディング
ビジネス振興 国・都市の戦略産業分野

＜国が検討すべき事項＞

・MICE開催時のテクニカルビジットの組成のため、我が国産業界や自治体・CB側のニーズを把握。
・ニーズの高い分野について、当該産業分野の関係団体・企業や関係省庁に協力を要請する。

＜国が検討すべき事項＞
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