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MICE＝ミーティング、インセンティブ、コンベンション、
エキシビション／イベントの総称

Meeting

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

Incentive （Travel）

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。企業報
奨・研修旅行とも呼ばれる。

Convention

国際団体、学会、協会が主催する

総会、学術会議 等。
例：世界水フォーラム、各種学会 等

Exhibition / Event

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、
国際宝飾展、東京モーターショー 等

ＭＩＣＥとは
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都市・コンベンションビューロー

観光庁・地方運輸局・ＪＮＴＯ

宿泊事業者
（ホテル等）

学会・協会等
国内主催者

国際会議場
ユニーク
ベニュー

国際本部

運輸事業者
会議運営事業者

（ＰＣＯ）

ＤＭＣ・旅行業者

開催地選定立候補

展示会・イベント
事業者

国際会議の誘致に関わるプレイヤー

2
オールジャパンでの誘致が必要



ビジネス目的の訪日外国人数の推定値（直近５カ年）
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324
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うちビジネス
目的（MICE）

の訪日外国人数

※ 訪日外国人数は、日本政府観光局（JNTO）資料より観光庁作成。
※ ビジネス目的（MICE）は、「訪日外国人消費動向調査」（平成26年観光庁）において、社内会議/商談等その他ビジネス/研修/インセンティブ/国際会議/展示会・見本市/イベントを訪問目的と申告した者とし、総数より推計。
※ （）内の数値は、訪日外国人数に対するシェアを指す。



国際会議開催トレンド

出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成

■アジア太平洋地域を国別に見ると、我が国を含む主要5ヶ国（日本、中国、韓国、シンガポール、豪州）は
年々開催件数を伸ばしている。

■主要5ヶ国の開催件数に占める我が国のシェアは、1995年の40％から低下を続け、2005年は27％に落ち込
んだ後、横ばいが続いている。

アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数
（1995～2014）

アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数
（1995～2014）

アジア・大洋州の主要国の国際会議開催件数に対
する日本のシェア推移 （1995～2014）

アジア・大洋州の主要国の国際会議開催件数に対
する日本のシェア推移 （1995～2014）

（件数）

日本

中国

豪州

シンガポール

韓国

日本のシェアは横ばい

豪州

日本 26％
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国際会議開催件数ランキング

アジア大洋州・中東地域の都市別国際会議
開催件数ランキング（ICCA 2014）

アジア大洋州・中東地域の都市別国際会議
開催件数ランキング（ICCA 2014）

順位 国名 件数

1 米国 831
2 ドイツ 659
3 スペイン 578
4 英国 543
5 フランス 533
6 イタリア 452
7 日本 337
8 中国 332
9 オランダ 307
10 ブラジル 291
11 オーストリア 287
12 カナダ 265
13 オーストラリア 260
14 スウェーデン 238
15 ポルトガル 229
16 スイス 226

出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成

世界における国別の国際会議開催件数（2014）世界における国別の国際会議開催件数（2014）

アジア・大洋州地域の都市別の国際会議開催件数ランキング（2014年）を見ると、我が国では東京の6位が
最高。（世界の都市順位では22位）

2014年
アジア大洋州・中東地域順位

2014年
世界順位

都市
2014年

開催件数

1位 7位 シンガポール 142件

2位 14位 北京 104件

3位 15位 ソウル 99件

4位 16位 香港 98件

5位 20位 台北 92件

6位 22位 東京 90件

7位 25位 シドニー 82件

8位 28位 クアラルンプール 79件

9位 29位
バンコク 73件

上海 73件

11位 37位 メルボルン 61件

12位 44位 ドバイ 56件

13位 54位 京都 47件

14位 58位 済州 41件

15位 66位 バリ 38件

16位 67位 ブリズベン 37件

17位 69位
釜山 35件

ニューデリー 35件

26位 125位 札幌 19件

30位 134位 横浜 18件

34位 152位
奈良 16件

沖縄 16件

38位 164位
福岡 15件

神戸 15件

47位 208位 名古屋 11件

49位 222位 大阪 10件
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MICE誘致のフロー

◆海外MICE
見本市に出展

◆国際団体
データベース
の検索

①日本側ホス
トが日本開催
の意思表明

②国内候補
都市を選定

③国際本部へ
立候補書類
提出
※招請状添付

◆開催地決定
権者等へ日本
開催の必要性
を説明

◆招請・視察
受入

◆総会・理事
会等で開催地
アピールのプ
レゼン実施

◆投票等によ
り開催地決定

①事務局の組織
化
②会場調達・プロ
グラム作成等
③参加者募集
④寄附金募集

等

◆ウェルカム
スピーチ

◆開催都市等
による各種開
催支援プログ
ラムの利用

◆開催による
経済効果

◆参加者交流
による地域活
性化

◆学術研究・
産業連携の進
展・波及

◆訪日再訪意
欲促進

↓
★誘致活動・
開催効果の評
価

★次の誘致活
動の計画策定

日本に
決定

情報
収集

日本側
主催者

による
立候補

誘致活
動

開催決
定・

開催準備

開催

効果把
握・

次回誘
致
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ＭＩＣＥとは － 一般観光と国際会議の違い

一般観光 国際会議

主体（主催） 個人 学協会等（主に法人）

都市滞在期間 １都市１～２泊 会議開催中は１都市滞在

旅程 主要観光地を周遊 会議開催地から

プレ・ポストツアーの実施

支出傾向 宿泊・交通費・飲食
費・おみやげ等

支出額：151,174円/人
資料：訪日外国人消費動向調査（2014年）

左記 ＋ 主催者による会議場・
宴会場・通訳等々の利用有

支出額：307,000円(US＄2,540)/人
資料：ICCA統計2004-2013（10年間平均）

景気の影響 景気の影響を

受けやすい

数年前に開催が決定されるため、
開催自体は景気等に左右されに

くい

⇒ 開催地への経済波及効果が高い
7



MICEの誘致・開催の促進

「2030年には、アジアNo.1の国際会議開催国としての不動の地位を築く」（「日本再興戦略」改訂2015）との
目標を達成するため、以下を実施
①グローバルレベルのMICE都市へと成長するポテンシャルを有する都市の育成
②地域のMICE誘致力の強化（ユニークベニューの開発・利用促進、コンベンション・ビューローの組織強化・高度化）

③MICE誘致・開催のためのプロモーションの強化

グローバルレベルのMICE都市の育成 地域のMICE誘致力の強化

グローバルMICE強化都市に対して
・市場/競合都市の調査分析
・海外アドバイザー派遣
・ステークホルダーの連携促進
等により継続的かつ重点的に支援を実施

グローバルMICE強化都市への重点的支援

MICE誘致・開催のためのプロモーション強化（ＪＮＴＯ）

国際学会本部への働きかけ、大手インセンティブ旅行取扱会社へのセミナー・商談会、ＭＩＣＥ誘致アンバサダープログラム、海外
MICE専門見本市出展、MICE専門誌の招請・記事広告等、日本のMICE開催地としての認知度の向上、誘致案件の発掘を図る。

中規模程度の国際会議の確実・継続的な誘致を実現
できるグローバルレベルのMICE都市の育成を目的とし
て、平成27年度にグローバルMICE強化都市を選定
（札幌、仙台、千葉、広島、北九州）

MICE誘致競争力の強化策の展開

地域のＭＩＣＥ誘致力の強化のため、以下の取組が必要

決定概算要求額：
・観光庁執行分：1.99億円 （対前年度比 1.05）
・ＪＮＴＯ分：JNTO運営費交付金70.37億円の内数平成28年度決定概算要求（全体像）

コンベンション・ビューロー
の組織強化・高度化

ユニークベニューの
活用促進

海外先進コンベンション・ビュ
ーローを調査し、国内コンベ
ンション･ビューローの高度化
の検討・促進を図る

ユニークベニューにおける
MICE開催の普及･啓発の
ための実証支援事業を実施
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日本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の一環として、ユニークベニューを活用
したレセプションや会議等を開催する場合において、その開催費用の支援(上限100万円)を行い、

ユニークベニュー施設の利用促進を図る。（平成28年4月から募集開始予定）

平成28年度 ユニークベニュー支援事業概要 （暫定）

事業概要

支援スキーム

支援事務局

H28年度内に日本国内で開催が決定している、
国際会議主催者やMICE企画手配を行う旅行会社、PCOなど

選定委員会

①申請書の提出

②事業の選定
(年2回、6月9月を予定)

③事業の採択

④結果通知

③報告書等の提出 ⑤支援金の支払

対象となるユニークベニュー施設(例)

・神社仏閣や城郭などの歴史的建造物
・美術館や博物館などの文化施設
・庭園や公園、道路など屋外空間
・その他、本来の利用目的とは異なり、

ユニークさが認められる施設
※ホテル内の宴会場やバンケット施設など、

レセプション等の利用を前提としている施設は
除く。ただし、歴史的・文化的な価値がある
場合はこの限りではない。

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
※詳細な応募条件については、『支援事業募集要項』（募集開始時に公開）をご覧ください。

申請応募条件(抜粋)

ユニークベニュー施設の会場賃料、会場しつらえ費、会場利用に伴う保険料、伝統文化等披露のアトラクション費

支援対象範囲 （1件あたり上限100万円）

※内容は今後変わる可能性もあります。9



ユニークベニューの開発・利用促進 国内受入地の魅力向上

【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。

【観光庁の取組】
○ モデル事業を実施
○ ユニークベニューとしての利用円滑化のための手引きやベストプラクティス集をとりまとめ
○ ユニークベニュー候補施設をリスト化 （日英）

観光庁HPにリスト化施設を掲載 http://www.mlit.go.jp/kankocho/page07_000020.html

○ ユニークベニュー普及啓発のための実証支援事業（H28年度予算）

モデルイベントの事例モデルイベントの事例

【城郭の活用】
小倉城天守閣前広場（北九州市）
ICIAE2015 エクストラパーティで活用

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

11

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
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MICE誘致・開催のためのプロモーション 全体像

■「2030年には、アジアNo.1の国際会議開催国としての不動の地位を築く」（「日本再興戦略」改訂2015）という目標
を達成するため、JNTOによる戦略的な国際会議等（MICE）の誘致・開催を促進する。

■インセンティブ旅行における重点７市場※に対し、情報発信や誘致の働きかけを行う。
※中国、韓国、米国、タイ、台湾、インドネシア、マレーシア（「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」）

日本のＭＩＣＥ開催地
としてのセールス

開催地決定権者の
とりこみ

国内主催者の
強化・育成

日本の開催地のセールス活動や
ブランドの普及を行うことにより、
日本のMICE開催地としての認
知度向上を図る

特定の企業・国際会議の開催地
決定権者に対し、直接的にPR
を行うことにより、日本でのMICE
開催件数を増加させる

国際会議の国内主催者の強化・
育成を行うことにより、MICE誘致
力の強化を図る

国際学会本部への広報による働きかけ
インセンティブアワードの実施・多言語
ポータルサイト構築
MICE専門誌の招請・記事広告
ブランディングを活用した海外見本市

大手インセンティブ旅行取扱会社への
セミナー・商談会実施
国際的なMICE団体が実施する国際会
議の誘致・開催
海外の有力MICEキーパーソンの招請

MICE誘致アンバサダープログラム
大学・学会事務局の基盤強化支援

＜具体的な取組＞

JNTOが中心となってMICE誘致・開催のためのプロモーションを実施
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寄附金の損金算入の特例等の対象となる国際会議の範囲の拡大
（所得税・法人税・個人住民税・法人住民税・事業税）

要望の結果

⇒日本の国際会議の開催件数の底上げを行う。

施策の背景

我が国における国際会議の開催件数を増加させるため、国際観光振興機構（JNTO）が国際会議の主催者に代わり寄附金を募集
し、交付金を交付する制度の対象となる国際会議の要件を緩和し、国際会議の誘致・開催を強力に促進する。

出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成

＜現行の主な要件＞
外国人 おおむね50人以上
参加国数 日本を含むおおむね10か国以上
全参加者数 おおむね200人以上
開催経費 おおむね2,500万円以上

＜改正案＞
外国人 おおむね50人以上
参加国数 日本を含む３か国以上
全参加者数 要件撤廃
開催経費 おおむね500万円以上

・急速な経済成長を背景に、アジアにお
ける国際会議開催件数の増加は著しい
状況にある。

アジア・オセアニア主要国の
国際会議開催件数

アジア・オセアニア主要国の
国際会議開催件数

制度の概要

以下の要件に合致する国際会議について、JNTOに寄附をした場合、寄附金の法人税・所得税が控除される。

寄附者（個人・法人）

会議主催者

ＪＮＴＯ
（特定公益増進法人）

交付金交付

寄附金
⇒課税優遇される

寄附金

⇒課税優遇
されない

・国際会議は、学会や協会等の非営利
の組織が主催しており、開催経費の多
くは寄附に頼らざるを得ない状況である
ため、寄附金を出しやすい環境を整え
る必要がある。

（参考）
「日本再興戦略」改定2015（平成27年6月30日閣議
決定）において「2030年にはアジアNo.1の国際会
議開催国として不動の地位を築く。」目標を設定
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地域の特性を活かしたMICE推進調査事業 （H27年度)

地域の特性を活かしてMICE誘致に成功している国内外の事例について調査を行う

地場産業やユニークベニューの活用など地域の特色を活かしてMICEの誘致促進に取り組む事例

大学関係者と自治体・コンベンションビューロー（CB）との連携推進に取り組む事例

海外の地方都市におけるMICE取組の事例

海外の大学におけるMICE誘致・開催のための支援事例 等

13

調査結果をフィードバックし、取りまとめたベストプラクティス集についての報告や今後の方向性を検討する
勉強会を開催（全国7地域（北海道・東北・関東・中部・関西・中国四国・九州沖縄）、2月下旬～3月上旬）
自治体・CVB、大学関係者のほか、ホテル関係者や旅行業者、PCOなど幅広にMICE関係者へ開催を告知

地域の食材でインセンティブ旅行客を
おもてなし

商店街を活用して国際会議の
パーティーを実施

地元食材を活用したフードメニュー表

是非積極的にご参加ください



これまでの取組

MICEアンバサダープログラムの強化 海外プロモーション

主要分野の国際的リーダーをMICEアンバサダーに委嘱

（平成２５年度は８名、平成２６年度は５名）

これまでに既に３件の大型国際会議の誘致に成功

ＭＩＣＥアンバサダー

国内の啓蒙活動に加え、具体的な国際会議の誘致案件がある者を
MICE誘致アンバサダーに認定(平成27年８月に８名）

＜MICEアンバサダーが誘致した国際会議案件＞

誘致成功案件のさらなる拡充を目指す

MICEアンバサダー
氏名

国際会議名 参加国数 参加数（外国人） 開催都市 開催年月日予定

陳 隆明 国際義肢装具協会 世界大会 70 5,000(3,000) 神戸 2019年10月

栗原 祐司 世界博物館大会 120 2,500（2,000） 京都 2019年9月

原科 幸彦 国際影響評価学会 世界大会 120 1,000(700) 名古屋 2016年5月

MICE誘致アンバサダーの新設（平成27年8月）

14
誘致活動中・予定の大学教授の方等を是非積極的にご推薦ください



MICEブランドの構築 海外プロモーション

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

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

○MICE関係者に対し共通の理念や目的意識を統一し、オールジャパン体
制によるＭＩＣＥ誘致・開催を促進。

○海外の主催者に対し日本のMICEブランドの認知度向上と差別化を図る
ことで、日本でのMICE開催を誘致するための広報活動の支援を図る。

15

MICE誘致の際は、是非積極的に上記ブランドマーク
をご活用下さい



経済波及効果の単位として、「全国」・「都道
府県」・「国際会議観光都市」別に一括して
算出が可能

「MICE 開催による経済波及効果測定のための簡易測定モデル」（以下、簡易測定モデル（旧モデ
ル））をバージョンアップし、国内地域ごとの効果が試算可能となる等の機能を備えた「MICE開催
による地域別経済波及効果測定のための簡易測定モデル」を新たに開発

MICE開催による経済波及効果測定モデル

１．新モデルの特徴・旧モデルからの改良点
①経済波及効果の単位として、「全国」のみの算

出から、「全国」・「都道府県」・「国際会議観光
都市」別に算出が可能

②算出対象のうち、国際会議を「医学系、科学・
自然・技術、その他」の３区分に細分化

③アウトプットの形式を、計算結果の表のみでな
く、分かりやすく図示

２．新モデルのご活用をご希望の方
jp-mice@mlit.go.jp 宛に「経済波及効果測定モデル

希望」と題したメールの本文に、「差出人の所属」、「氏

名」、「連絡先（e-mail、電話番号）」を明記の上お送り

下さい。

経済波及効果
【都道府県】
966.8百万円

経済波及効果
【国際会議観光都市】
772.6百万円

経済波及効果
【全国】
2,630.6百万円

アウトプットのイメージ
是非積極的にご活用下さい！ 16



国際会議開催に伴う経済波及効果の算出例

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

参加者：3,588名（海外2,223人）

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

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

基 礎 デ ー タ

地域別簡易
測定

モデルで試算

試 算 結 果

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

参加者：1,367名（海外959人）

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

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

参加者：４０３名（海外２１８人）

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

（事例４）医学系学会
開 催 期 日：２０１２年
開 催 都 市：福岡市
開 催 日 数：５日間

参加者：3,217名（海外1 ,886人）

経済波及効果、就業効果
：（全国）８億８,５００万円、１９，７８８人・日
：（福岡県）５億３，３００万円、１３，２３７人・日
：（福岡市）４億１，５００万円、８，９２３人・日

地域別簡易
測定

モデルで試算

地域別簡易
測定

モデルで試算

地域別簡易
測定

モデルで試算
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