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あ ら ま し

観光立国の実現に向けた取組みが始まって10年となった2013年，訪日外国人旅行者が
初めて1000万人を突破した。現在，国は，東京オリンピック・パラリンピック開催年で
ある2020年に向け，訪日外国人旅行者2000万人達成を目指し，更なる取組みの強化を進
めている。中でもMICE（Meeting，Incentive travel，Convention，Exhibition/Event）
の推進は，日本再興戦略や観光立国実現に向けたアクション・プログラムの一つの柱と

されるなど，今後の観光施策において重要な位置付けにあると言える。しかし，MICE国
際競争力の強化に向けては，コンベンションビューローやホテルなどMICE誘致関係者間
での誘致活動における連携不足や，MICE開催地としてプロモーションを行う際の地域情
報の不足といった問題点も多い。

本稿では，これらの問題点をICTで解決する仕組みとして，富士通総研が考えるMICE
強化モデルを提示するとともに，モデルの活用によるMICE国際競争力強化の方向性を
示す。

Abstract

In 2013, 10 years after the start of activities for realizing a tourism-oriented country, 
the number of foreign tourists visiting Japan exceeded 10 million for the first time.  
At present, the Japanese Government is further ramping up the activities in order 
to achieve the target of 20 million foreign tourists visiting Japan in 2020, when the 
Tokyo Olympic and Paralympic Games will be held.  Above all, the promotion of 
meetings, incentive travel, conventions and exhibitions/events (MICE) is positioned 
as an important tourism measure for the future and specified as one of the pillars of 
the Japan Revitalization Strategy and the Action Program toward the Realization of 
Japan as a Tourism-Oriented Country.  However, there are many issues to tackle in 
order to strengthen international competitiveness in MICE.  They include insufficient 
coordination in activities to attract MICE between parties involved in the activities 
such as convention bureaus and hotels, and insufficient regional information for 
promotion by MICE venues.  This paper presents a MICE-strengthening model devised 
by Fujitsu Research Institute as a system of solving these issues by using information 
and communications technology (ICT) and shows the direction in which to head when 
strengthening international competitiveness in MICE by making use of the model.
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MICE国際競争力の強化に向けた
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Conversion of Regional Information into Open Data and Their 
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この四つの施策のうち，（3）に掲げられている
MICEは，目的・狙い，効果，ターゲットなど多く
の点で一般観光とは性格を異にする。主催者・参
加者は，MICEに対し，新たなビジネスの創出，ビ
ジネスネットワークの拡大など，企業として，あ
るいはビジネスパーソンとして，新たなステップ
を踏み出す機会を求めている。新たなビジネスチャ
ンスを求めて，人・技術・情報が集積・交流する
MICEを受け入れることは，国や地域にとっても，
一時的に外貨を得るだけでなく，業界・企業のキー
パーソンとのコネクションづくり，MICEに関わる
多様な産業の活性化，MICEをきっかけとしたイノ
ベーションなど，継続的な効果を得られるビジネ
スチャンスである。
日本においても，観光庁をはじめ，日本政府観
光局や各地域のコンベンションビューロー，（注2）地方
公共団体などがMICE誘致に向けた取組みを加速化
させている。2013年には，海外との誘致競争に対
抗できるポテンシャルを持つ都市として，東京都，
横浜市，京都市，神戸市，福岡市が，グローバル
MICE戦略都市に選定された。また，戦略都市に次
ぐ評価を得たとして，大阪府・大阪市，名古屋市・
愛知県が，グローバルMICE強化都市に選定された。
これら7自治体（大阪府・大阪市，名古屋市・愛知
県については，観光庁の報道発表における表記に
従っており，それぞれ1自治体としている）に対し，
国が集中的に支援することが決定された。また，
MICE国際競争力強化委員会における議論の取りま
とめが発表（5）されるなど，国としてのMICE推進に
対する方向性が定まり，MICE国際競争力強化のス
タートラインに立った。しかし，次章で述べるよ
うにいまだ抱える課題も多い。

日本のMICE国際競争力強化に向けた課題

前章で述べたように，一般観光とは性格を異に
するMICEの場合，推進に当たっても独自の取組み
が必要となる。特に，MICEにおいて重要なのは，
誘致するためのマーケティングである。MICE国際
競争力強化委員会においても，マーケティングの
強化を今後取り組むべき政策課題として重要視し
ている。MICE推進フェーズを表-1に示す。この

（注2） 自治体や民間企業が中心となり，国内外からの会議を誘
致する組織のこと。

日本のMICE国際競争力強化に向けた課題

ま　え　が　き

世界規模で外国旅行者数が急増し，諸外国が観
光を自国の国力を高め，海外に文化を発信する有
力な手段として，国を挙げて様々な施策を推し進
める中，日本においては2003年に観光立国の実現
が掲げられた。2013年には，ビジット・ジャパン・
キャンペーンをはじめとする観光立国の実現に向
けた取組みが始まって10年を迎え，訪日外国人旅
行者が初めて1000万人を突破した。現在，国は，
東京オリンピック・パラリンピックが開催される
2020年に向け，訪日外国人旅行者2000万人達成を
目指し，取組みの更なる強化を進めている。中でも，
企業などの会議（Meeting），インセンティブ旅行
（Incentive Travel），（注1）国際会議（Convention），展
示会・見本市，イベント（Exhibition/Event）といっ
た，多くの集客交流が見込まれるビジネスイベン
トの総称であるMICEの推進は，日本再興戦略や観
光立国実現に向けたアクション・プログラムの
一つの柱とされるなど，今後の観光施策において
重要な位置付けにあると言える。（1），（2）

本稿では，MICE推進における日本の課題に対し，
富士通総研が考えるMICE強化モデルを提示する。
更に，ICTを活用したMICE国際競争力の強化につ
いて述べる。

日本におけるMICE推進の背景と現状

2006年に議員立法により成立した観光立国推
進基本法では，観光が21世紀における日本の重要
な政策の柱として明確に位置付けられ，翌々年の
2008年には，観光庁が設置されるなど，日本にお
いても，国として観光に取り組む体制が徐々に整
備されてきた。（3）観光立国推進基本法を踏まえた今
後5年間の基本計画が策定されたのは，2012年のこ
とである。そこには，観光庁が主導となって，
（1） 国内外から選好される魅力ある観光地域づくり
（2） オールジャパンによる訪日プロモーションの
実施

（3） 国際会議などのMICE分野の国際競争力強化
（4） 休暇改革の推進
に取り組むことが謳われている。（4）

ま　え　が　き

（注1） 企業などが成績優秀な社員や販売店などに対し，報奨と
して提供する旅行のこと。

日本におけるMICE推進の背景と現状
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MICE分野におけるオープンデータへの期待

前章で述べた課題を解決しつつ，日本のMICE国
際競争力を強化するためには，国・地方公共団体・
民間の垣根を越えた，地域情報のオープンデータ
化の推進と活用が期待される。オープンデータ化
とは，従来の印刷物やホームページなどを通じた
単なる情報公開とは異なり，提供されたデータに
ついて，誰でも自由な用途・目的で利用すること
を可能とし，産業の活性化や新たな価値の創出へ
とつなげることを目的としている。
富士通総研が2013年度に実施した，某政令指定
都市における「MICE推進計画策定に向けた基礎調
査」においても，MICEの様々な場面におけるオー
プンデータへのニーズが明らかになっている。具
体例として，「訪問者の出発地・目的地」「季節や
曜日，イベントごとの飲食施設・宿泊施設の利用
者数」「主要な鉄道・バス路線における乗降者数」
などが挙げられており，観光地における来訪者の
「位置情報」は，特にニーズの高いオープンデータ
とされている。2013年度，観光庁では，ワーキン
ググループを設置し，GPS機能により蓄積される
位置情報（個人情報を一切含まない統計的なデー
タ）から，観光地における来訪者の行動・動態を
把握し，地域の取組みへ反映する方法について，
調査分析事業を実施している。また，総務省や経
済産業省も，それぞれの立場から，位置情報など
のオープンデータを活用した事業を実施している。
しかし，残念ながら各事業の多くは，単なるオー
プンデータの整備・公開や一時的な実証実験に閉
じた取組みで終わっている。このため，継続的な
ビジネスモデルの確立ができずに，本来の目的で

MICE分野におけるオープンデータへの期待
中で日本の課題であるマーケティングに該当する
のは，（1）プロモーション，および（2）競合分析・
誘致である。
日本にMICEを誘致する上では，MICE開催地と
して国・都市の魅力を海外のMICE主催者やDMC
（Destination Management Company），PCO
（Professional Congress Organizer）にアピールし，
認知度を高めることが必要である。更に，認知度
の向上に合わせて，海外の競合都市に対抗し得る，
迅速かつ戦略的な誘致活動が求められる。
しかし，現状では，MICE主催者などに対する情
報の発信が不十分であり，誘致側にとっても開催
地の地域情報を生かしたプロモーションが十分に
できていない。また，誘致に関わるMICE関係者間
での連携が薄く，MICE誘致のスキームづくりの難
しさや，海外との競合に出遅れてしまうといった
問題が起こっている。開催地としてMICE受入れに
取り組む地域にとっては，MICE主催者などに訴求
する地域の魅力が発掘しきれていない，更に，地
域の魅力をMICE主催者や国内の誘致関係者が入
手・活用しやすい形で情報発信できていないとい
う点が問題と言えよう。
以上の問題点などを踏まえると，（1）プロモー
ション，（2）競合分析・誘致を進めるに当たっては，
MICE開催地域のポテンシャルを引き出すための地
域情報の活用，MICE誘致関係者の連携・協働スキー
ムの構築，およびMICE誘致者・主催者などが開催
地の情報を入手しやすい仕組みづくりといった地
域情報の活用を支える基盤の整備が大きな課題と
考えられる。

表-1　MICE推進フェーズとMICE国際競争力強化に向けた課題
MICE推進フェーズ MICE国際競争力強化に向けた課題

（1）プロモーション
・地域が持つ情報を組み合わせてMICE開催地としての魅力を戦略的にプロモーション
・国や各地域のMICE関係者の連携・協働
・MICE主催者，誘致者が開催地の情報を入手しやすい仕組みづくり

（2）競合分析・誘致 ・マーケティング人財の育成
・国内の都市間の連携

（3）参加受付・開催準備 ・主催者や参加者に対するワンストップ・サービスの提供

（4）コンベンション開催 ・会場規模の確保
・会議におけるスマートフォン，タブレットなどのICT活用

（5）アフターコンベンション ・ユニークベニュー活用の仕組みの整備

（6）参加者フィードバック ・参加者の声の収集
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ある産業の活性化や新たな価値の創出に至ってい
ないのが実態である。また，多くの地方公共団体
や民間は，一般観光に軸足を置いたままMICEに
取り組んでいることから，誘致や集客などにおい
て，ステークホルダー間での競合・対立が発生し
やすい。そのため，ステークホルダー同士での協
業関係を築くことができず，地域全体や日本全体
でMICEに関する地域情報のオープンデータ化が進
まない原因となっていると想定される。
今後，MICEに関する地域情報のオープンデータ
化の推進に加えて，いかに地域全体や日本全体で
の協業を促し，有益なビジネスモデルを継続的に
確立するのかが，MICE国際競争力強化のための一
つの鍵となっていくと考えられる。

地域情報を活用したMICE強化モデル

富士通総研では，MICEに関する地域情報のオー
プンデータ化の推進に加えて，地域全体・日本全
体での協業と，オープンデータを活用した継続的
なビジネスモデルの確立を目的に，地域情報を活
用したMICE強化モデルを提案している（図-1）。
このMICE強化モデルは，あるMICE戦略都市で富
士通総研が支援した調査・検討ワーキンググルー
プの成果に基づき，MICE国際競争力の強化に向
けた都市情報活用の在り方をモデル化したもので
ある。

地域情報を活用したMICE強化モデル

● 概要
（1） 地域のプレゼンス向上

MICE国際競争力を高めるためには，MICE開催
関係者が開催地を選定する際，「日本の東京」とい
うように名指しで候補地に挙げてもらうことが欠
かせない。そのためには，MICE主催者に加えて，
DMCやPCOに代表される海外のMICE関連支援業
者に対して，都市名を地域の特色とともに，認知
してもらう必要がある。
このため，MICE開催のキーパーソンやMICE関
連支援業者を対象とした，戦略的かつ継続的なア
プローチや情報発信が必要となる。MICE関連ホー
ムページや各種海外メディアを通じた広報活動に
加えて，MICE開催のプランニングから準備，開
催，アフターMICEなどで必要となる地域情報を
オープンデータ化し，活用を広めることで，地域
のMICEへの取組み姿勢をアピールするとともに，
地域情報を生かした提案力を高めることができる。
例えば，展示場や会議室，バンケットルーム・飲
食施設，宿泊施設などの部屋数，広さ，付帯設備・
機材，施設間の移動方法・移動時間，稼働状況など，
現在は，各施設や業者が個別に保有しているMICE
開催に必要な情報を統合し，積極的にオープンデー
タとして公開することが期待される。
地域が一丸となって，国際的なブランド力を高
め，MICE開催地としての認知度を上げることが，
名指しで選ばれる都市となるための第一歩となる。
（2） 地域のMICE価値向上
名指しで候補地に挙がったとしても，競合する
ほかの都市を制して開催地として決定されるため
には，地域ならではの魅力とMICE開催地としての
価値が欠かせない。MICE開催を目的として訪れる
外国人にとって，その地域の魅力は何なのか，また，
MICE開催時の様々な要件を満たせるのか，更には，
その地域で開催することによる付加価値が期待で
きるのかといった地域の魅力やポテンシャルを再
評価する必要がある。

MICE視点による地域の魅力の発掘・強化と合わ
せて，MICE受け入れ施設などの整備，訪れる外国
人に対する地域一体でのおもてなしの実現が期待
される。これら一連の取組みにおいて，国・地方
公共団体・民間の垣根を越えた地域情報をオープ
ンデータ化し，活用することで，今まで困難だっ

（1）地域のプレゼンス向上
―地域の国際競争力・ブランド力の強化―
①地域の存在感アップ
②オープンデータを活用した，MICEプランの提案力アップ
③名指しで選ばれる地域へ，都市情報のオープンデータ化

地域の魅力を生かしたMICEの実現

（2）地域のMICE価値向上
―地域ならではの魅力の強化―
①MICEをターゲットにした，地域の魅力の発掘・強化
②地域一体となった，おもてなしの実現
③地域のMICE受け入れ拠点などの整備

（3）地域サポーター人財の育成と活用，情報活用基盤の整備
―地域のMICE開催を人とICTで支える―
①地域・地元大学とのコラボレーションによるMICEサポート人財の育成・活用
②オープンデータなど，情報活用基盤の整備

図-1　地域情報を活用したMICE強化モデル
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や訪れる外国人に対する理解を地域の企業・住人
へと広めるとともに，多岐にわたるステークホル
ダー間でMICE成功への想いを共有する仕組みづく
りも必要となる。
地域の企業や大学，住人と連携した地域サポー
ターなどのMICE人財の育成とステークホルダー間
で様々な地域情報を共有し，協業を促すための情
報活用基盤の整備が期待される（図-2）。地域での
MICE開催に携わる地域サポーターや地域情報の共
有・利用が定着し，多くのシーンでの参加や活用
を推進することで，より強固なMICE推進体制の実
現と地域全体での協業が可能となる。
● 効果
このMICE強化モデルの導入によって，地域情報
を活用した継続的なビジネススキームの構築が可
能になると考える。MICE開催のプランニングから
準備，開催，アフターMICEなどの幅広いシーン
とそれに関わる多数のステークホルダーが，その
地域におけるMICEという共通の目的でつながるこ
とになる。

MICE強化モデルは，オープンデータという側面
から，MICE産業の活性化と地域における新たな価

たステークホルダー間の連携，地域の住人や地域
を訪れる外国人に対する心地よさの改善，その地
域ならではの新たなサービスの提供が可能となる。
例えば，各国語での情報発信，母国語でサービス
を受けられるか（どの言語を話せるスタッフがい
るか），ハラル対応など，現在は，各施設や業者が
独自の工夫で提供している情報についても，地域
ぐるみでオープンデータ化を進めることが期待さ
れる。
このように，その地域ならではの魅力とMICE開
催地としての価値を高めることで，名指しで選ば
れる都市となるとともに，MICE開催をきっかけに
その都市を初めて訪れた外国人が，地域とのエン
ゲージを深め，次回のMICE開催やプライベートで
のリピーターとなることが期待できる。
（3） 地域サポーター人財の育成と活用，情報活用
基盤の整備
地域におけるMICE国際競争力を強化するために
は，上記で述べた地域のプレゼンスやMICE価値の
向上と合わせて，それらの取組みを支えるための
MICE推進体制の構築が欠かせない。地域で開催さ
れる国際会議など，MICEに関わるイベントの意義

MICE会場/アフターMICEのアクションから
各場面で必要な情報をリアルタイム提供

○○地域のMICE開催支援アプリケーション

MICEで必要な都市情報を無償公開

●多言語　●アプリ利用可能　●ライセンスフリー

会議室 /施設 /
ベニュー

ホテル /旅館

 広さ /収容人数
 設備 /機材
 空き情報
 アクセス
 ケータリングサービス

 空室情報
 設備 /アメニティ
 レストラン
 アクセス
 MICE関連サービス

飲食店

 メニュー
 テイクアウト/ケータリング
 ハラル対応
 アレルギー情報
 座席情報

MICE会場

アフターMICE

地域情報

店情報

MICE情報
プラットフォーム

MICE参加者へリアルタイムでの
情報提供，コミュニケーション支援

フィードバック・ログ
の蓄積/分析

MICEの各シーンで
都市情報の活用

英語，中国語，韓国語など，
MICE参加者の母国語で，

滞在中に必要となる情報を整備

○○都市MICEデータカタログ

ケータリング

MICE開催において，○○の
都市情報を自由に利用可能

利用状況のフィードバック
（フィードバック・ログ）

データ/API/
各支援機能の
提供

滞在時間動線

クーポン

オーダー

金額

感想開催者へ有益な情報を
随時フィードバック

データ提供
API提供

フロー分析
満足度分析
傾向分析ほか

プロモーション
コンタクト管理
参加受付
開催準備
参加者通知
エリア通知ほか

分析支援

開催支援

データ提供

競合分析
イベント管理

企画支援
興味

交流

反応

図-2　地域情報の活用基盤のイメージ
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値の創出という，オープンデータ活用における本
来の目的を果たすためのフレームワークであると
言える。

む　　す　　び

今後，MICEへの取組みは，2020年東京オリン
ピック・パラリンピックを契機として，観光庁や
日本政府観光局，グローバルMICE戦略都市，グロー
バルMICE強化都市を中心に，多くの地方公共団体
や大学，民間などへの広がりと浸透が予想される。
今回のMICE強化モデルの展開と実現に向けたコン
サルティングを進めていくことで，地域のMICE国
際競争力の強化を軸とした産業の活性化や新たな
価値の創出に貢献していきたい。
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