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はじめに

0-1 調査の背景

展示会は、我が国製品やサービスの情報発信や商談を行う場であるとともに、我が国への外

国企業の投資を促す場でもあり、我が国経済の成長のために重要である。また、展示会には中

小企業による情報収集、マーケティングを助ける大きな役割があるとともに、出展者や来場者

など多様な主体による消費活動を誘発するほか、地域資源の対外情報発信力を向上させ、地域

経済の活性化にも大きく貢献するものである。一方で、観光の観点からも、展示会はＭＩＣＥ

（国際会議をはじめとする催事の広義の概念。Meeting、Incentive、Convention、Exhibition、
Event を指す。）の一環として、出展や商談等を動機とした外国からの誘客獲得の重要な手段

として捉えられている。

我が国としても、今後の展示会及び展示会に関わる産業の発展に期待を寄せている。その一

環として、総務省統計局の「日本標準産業分類」（平成 25 年 10 月改定、平成 26 年４月１日施

行）の「大分類Ｒ サービス業（他に分類されないもの）／9299 他に分類されないその他の

事業サービス業」において、「展示会（見本市を含む）の企画・運営業」が内容例示として扱わ

れることとなった。今後も、産業としての認知度向上が期待される。

しかしながら、我が国展示会産業を取り巻く環境は、欧米はもとより、中国、シンガポール

等のアジア諸国との国際競争が激化しており、我が国経済の成長のためには、我が国展示会産

業の活性化を早急に推進する必要がある。

こうした問題意識のもと、経済産業省では、平成 22 年度において、「展示会産業のビジョン」

を策定し、展示会産業活性化のため、国際化の推進に焦点を当て、展示会統計の透明性・信頼

性の確保、人材育成等の方策を取りまとめ、平成 23 年度においては、展示会統計の透明性・

信頼性の確保に向けて基盤整備等に取り組んだところである。そして、平成 24 年度において

は、海外からの出展者やバイヤーを誘致するためには、国際的観点から質の高い展示会を開催

できるような人材を育成する必要があることから、展示会産業における将来にわたり継続的な

人材育成の基盤を整備すべく検討を行った。その結果として、地域の行政や産業界と連携して

展示会の企画立案や運営ができる人材、海外からの出展者や来場者を見すえて展示会の企画立

案や運営ができる人材を育成することを目的に、学生向けと社会人向けのそれぞれの段階にお

いて求められる能力について、「教育コンテンツ」として概要と体系を策定した。しかしながら、

一方で、展示会産業に関する教育者・研究者の不足、展示会産業に関する教材の不足といった

「教育コンテンツ」の導入に向けた課題も明らかとなった。

0-2 調査の目的

本事業では、平成 24 年度に策定した「教育コンテンツ」の概要と体系を踏まえながら、そ

の導入に向けた課題のうち、展示会産業に関する教材の不足に対応すべく、展示会産業の教育

者・研究者の不足という現状を踏まえ、「必ずしも展示会産業に関する専門知識を有しない教育

者・研究者でも、一定水準において包括的かつ実践的に教えることが可能となるような教材の

開発」に資する展示会産業の国際化・活性化推進のための人材育成基盤整備・関連事業調査を

実施した。また、その一環として、教材（「展示会産業概論」）の開発も行った。
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0-3 調査事業内容

展示会産業の国際化・活性化推進のための人材育成基盤整備・関連事業調査として、本事業

では以下の事業を実施した。

（１）展示会産業人材育成検討委員会の設置及び運営

  展示会産業の業界関係者及び大学の教育者・研究者で構成する「展示会産業人材育成

検討委員会」を設置し、展示会産業に関する教育者・研究者の不足という課題を踏まえ

たうえで、「必ずしも展示会産業に関する専門知識を有しない教育者・研究者でも、一

定水準において包括的かつ実践的に教えることが可能となるような教材」の開発に資す

る調査の手法や内容等、及び調査の一環として開発する（６）の教材の編集方針や内容

等について、検討を行った。

  検討委員会は３回開催した。

（２）展示会産業人材育成検討委員会・ワーキンググループの設置及び運営

  大学の教育者・研究者で構成する「展示会産業人材育成検討委員会・ワーキンググル

ープ」を設置し、（１）の「展示会産業人材育成検討委員会」における議題等について、

より具体的な検討を行った。

  ワーキンググループは３回開催した。

（３）海外調査

  教材開発に当たり、海外の参考になる教材や手法及び統計データや事例等について、

業界団体や企業、政府機関等を対象に、文献調査、現地訪問及びヒアリング調査を行い、

具体的に把握し整理した。

  対象国は欧米地域（ドイツ・フランス）、アジア地域（韓国）とした。

（４）国内調査

  教材開発に当たり、国内の参考になる統計データや事例等について、業界団体や企業

等を対象に、文献調査、現地訪問及びヒアリング調査を行い、具体的に把握し整理した。

（５）実証講義

  調査の一環として、講師１人を招いて、50 名程度の聴講者（学生）に対して、開発中

の（６）の教材を活用した実証講義を実施した。

  実証講義は、首都大学東京との連携のもと、矢ケ崎紀子准教授担当の観光経営副専攻

コース「MICE 講座」のうちの２コマを用いて実施した。その際に、聴講者（学生）を

対象に受講（テキストの有効性等）に関するアンケート調査を実施し、その結果を教材

開発にフィードバックした。

（６）教材開発

上記（１）～（５）の調査結果等を踏まえ、教材を開発した。
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（７）調査報告書の取りまとめ

上記（１）～（６）の調査結果等を踏まえ、調査報告書として取りまとめた。
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第 1 章 諸外国における展示会事業の人材育成手法の整理

1-1 調査概要

（1）海外事例調査の目的

我が国の展示会産業に係る人材育成について、本年度は展示会産業の概要に関する教材（テ

キスト）の開発を目指しており、その内容の一部である「世界の展示会産業の動向」について、

海外でのヒアリング調査を実施することにより、教材（テキスト）開発に資することを目的と

する。

（2）調査対象地

欧州については、展示会産業の先進地であるドイツ及びフランスを、アジアについては、国

を挙げて展示会産業の振興に力を入れている韓国をそれぞれ対象とした。

（3）調査対象・対応者

欧州、韓国それぞれの調査対象等は次のとおりである。

●欧州

  ①ドイツ見本市協会（AUMA）

     対応者：Dr. Peter Neven 氏：Managing Director
  ②デュッセルドルフ展示場（メッセ・デュッセルドルフ）

     対応者：Michael Degen 氏：Executive Director
  ③展示会「K」（国際プラスチック・ゴム産業展） 出展企業

     対応企業：４社（※匿名）

  ④世界見本市連盟（UFI）
     対応者：Sonia Thomas 氏：Director of Operations

●韓国

  ①大韓旅行社（KTB）

     対応者：姜 潤求 氏（常務取締役）

         朴 泰雄 氏（販売２課／代理）

  ②JETRO ソウル事務所

     対応者：柴谷 昌宏 氏（副所長）

         李 丙鎬 氏（地域交流チーム次長）

  ③韓国国際展示場（KINTEX）

     対応者：Chole Kim 氏（Customer Satisfaction & Public Relations Team）

  ④展示会「FOOD WEEK」 出展企業

     対応企業：２社（※匿名）

  ⑤ベクスコ（BEXCO）

     対応者：Sejun Lee 氏（Director / Management & Planning Department）
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1-2 調査結果

1-2-1 欧州（ドイツ見本市協会：AUMA、デュッセルドルフ展示場：メッセ・デュッセルドル

フ、展示会「K」（国際プラスチック・ゴム産業展）出展企業、世界見本市連盟：UFI）

（1）ドイツ見本市協会（AUMA）

1）概要

AUMA は、サービスセクターにおける最も古いドイツの協会の一つ。1907 年１月に、産業

界から出展する利害関係者を代表する組織として、「Permanent Trade Fair Commission for 
German Industry」がベルリンにて業務を開始した。1927 年には、民間組織の「German Offices 
for Trade Fairs and Exhibitions」となり、全てのトレードフェアのお客様、例えばバイヤー

などの外部産業からの出展者も包含するようになった。1934 年には、現在の「the Association 
of the German Trade Fair Industry」と称することとなった。

1949 年には、AUMA は 1927 年当時に行っていたような出展者及び来訪者を含めた利害関

係者を代表する組織として、再出発することとなった。1956 年からは、トレードフェア会社も

メンバーに加わった。今日、AUMA は産業全体を傘下とする組織として活動している。現在、

42 のトレードフェア主催者と、出展者及びサービス企業と同じ産業からの来訪者を代表する

42 の協会が AUMA に所属している。

現在の AUMA の最も重要な活動は、調査実施及び職業指導や先進的なトレーニングに対す

る援助と同様に、政府や国会との交渉において、産業全体の利害関係を代表すること、また国

内外におけるドイツのトレードフェアのマーケティングの実行、連邦経済技術省による海外の

トレードフェアプログラムをコーディネートすること、ドイツ国内外からの出展者及び来訪者

に情報を提供することである。

                 AUMA の役割

     ・展示会産業における利害関係者の代表

     ・出展者や来場者への情報提供

     ・ドイツの主催者に対する国際マーケティングの支援

     ・トレードフェアにおけるマーケティングのプロとしての活動実施

     ・「Institute of the German Trade Fair Industry」の維持管理

     ・「German Trade Fair Library」における専門研究の場の提供

     ・トレードフェア市場の透明性の改善

     ・ＦＫＭ（データの認証や集計・公表を行う組織）のマネジメント責務

     ・ドイツの海外でのフェアへの参加調整
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2）ヒアリング結果

2）-1 欧州における展示会産業の動向について

●ドイツ及び周辺国における展示会の開催動向

○ドイツのメッセの現状

・ドイツでメッセが盛んな理由として、次のことがあげられる

  ①地政学的要因として、ドイツは大陸の中心にあり、またユーロとして国同士がつながっ

ているため境界がない（この点は島国の日本と異なる）

  ②メッセ会社と出展者の関係が良好である

  ③マーケットリサーチが機能している

  ④各地のメッセ会場は機能的であり、魅力がある

  ⑤テーマが切れることがない（例えば「台所」や「居間」のテーマ設定では参加企業が限

られるが、これを「家具」というテーマに設定すると、様々な分野の企業が参加する）

・リーディングメッセは現在 60 分野にわたるが、産業サイドからの要請により、今後は減

らす計画である（テーマの集約化・総合化）

・一方で、地域ごとに開催される小さなメッセは、現状のまま存続する

・新しいテーマは、メッセ側の主導ではなく、産業側が主体となって検討を行うべきである

（マーケット主導）

・メッセに対して国がライセンスを発行することはなく、地域で取り組まれている

○メッセ参加の利点等について

・毎年 60,000 企業のなかから 500 企業を選び、トレンドに関するアンケート調査を実施し

ている

・参加の主な目的は多様である

          図表１ 参加の主な目的（複数回答）

    → これら全てに応えられるのがメッセである

96%

95%

93%

91%

87%

79%

74%

73%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業の知名度向上

既存顧客のケア

新規顧客の獲得

企業ブランドの向上

企業新商品の浸透

新市場の開拓

新たなパートナーの開拓

販売契約の締結

新たな販売チャネルの開拓 出典：AUMA
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・2013 年の国内外での展示会への参加意向は、高レベルを維持している

          図表２ 展示会への参加意向

・2013 年の出展投資の意向は、拡大する企業が多い

          図表３ 出展投資の意向

・出展者に効果的にメッセを活用してもらうことが重要であり、メッセがビジネス全体の販

促活動（コマーシャル）の場である

・メッセは、経営面では顧客の獲得、新製品のプレゼン、新興会社のプラットフォーム、企

業イメージ向上などに貢献し、社会面ではイノベーションで得られる効果、知の転送（大

学へのコンタクト）、政治へのコンタクト、国際的な相互理解などに貢献する

16%

62%

20%

10%

74%

16%

もっと参加する

今年と同程度

もっと少なくする

ドイツ国内

海外

30%

55%

15%

拡大する 同程度 縮小する

出典：AUMA

出典：AUMA
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・メッセは経済効果の大きな産業である

          図表４ メッセによる経済効果

・メッセ会社に出資する市や州の負担は大きいが、税金として戻ってくることになる

   例）メッセ・デュッセルドルフは上等客が多いので、高いホテルが利用される傾向が強

い

・マーケット全体では、160 の国際展示会、18 万の出展者、900～1,000 万人の来場者（い

ずれも年平均）がある

・展示面積で世界 10 位に入る４大メッセがドイツにある（ハノーバー、フランクフルト、

ケルン、デュッセルドルフ）

・来場者の 61％が決定権を持つマネジメント層（価格の比較、新商品の確認、トレンドの把

握、契約締結などに関与）であり、これを外国からの来場者に限ると 3/4 に広がる

○展示会の開催状況について

・毎年、全世界の主催者（メッセ会社）4,000～5,000 社を対象にアンケート調査を実施し、

それを集計している

・AUMA は、認証、定義（面積、出展者、入場者）、規則、公表（FKM）、データ提供に関

与している

出典：AUMA

出展者

78億ユーロ

来場者：

38億ユーロ

主催者：

4億ユーロ

支出総額

120億ユーロ

新規雇用効果（うち10万人が正規労働者）：23万人

経済波及効果（ドイツ全体）：235億ユーロ
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・2012 年の出展者数の増減は、全体で前回比 2.0％のプラスである

          図表５ 出展者数の増減

    ※ドイツでは「前回比較」を行っている

     （2012 年は同年の合計だが、比較数値は前回開催された同一展示会の数を合算）

     他の国（フランス、イタリアなど）は前年比較

・2012 年の国別の出展者数上位 10 位は次のとおりで、日本は 1,049 で 20 位（メッセ数は

101）である

・2012 年の国別の来場者数上位 10 位は次のとおりで、日本は 25,000 人で 23 位（メッセ数

は 101）である

         

       図表６ 国別出展者数           図表７ 国別来場者数

メッセ数 出展者数
1 中国 128 12,305
2 イタリア 148 11,123
3 フランス 141 5,682
4 オランダ 153 5,576
5 イングランド 150 5,528
6 アメリカ 139 5,517
7 スペイン 141 4,150
8 オーストリア 156 3,971
9 台湾 98 3,850

10 スイス 153 3,584

メッセ数 来場者数
1 オランダ 153 250,000
2 イタリア 148 180,000
3 オーストリア 156 160,000
4 フランス 141 155,000
5 ベルギー 140 140,000
6 スイス 153 150,000
7 イングランド 150 135,000
8 ポーランド 139 100,000
9 チェコ 131 90,000

10 スペイン 141 80,000

2.0%

-0.5%

4.2%

4.1%

-0.6%

全体 180,823

国内からの出展者 81,397

海外からの出展者 98,926

展示スペース 7,122,411㎡

来場者数 10,071,036 出典：AUMA

出典：AUMA
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・展示ホールの容量は、ここ数年で大きな伸びはみられない

          図表８ 展示ホールの容量

・ドイツの 134 の展示会における海外出展比率は 55.5％、海外来場者比率は 23.8％であり、

このうち 117 の専門来場者メッセに限ると、海外出展比率は 57.5％に、海外来場者比率は

32.3％に上昇する（フランス、イタリア、スペイン等を比較すると、ドイツのメッセの国

際性は高い）

●国際化の進展状況

・2012 年のドイツ企業の海外展示会への出展状況は、来場者数、展示面積、出展者ともに増

加している

          図表９ 海外展示会への出展状況（増加率）

2,763,646 2,721,000 2,757,440 2,737,425
2,751,135

2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

㎡

7.2%

6.8%

5.9%

0.0% 5.0% 10.0%

出展者

展示面積

来場者数

出典：AUMA

出典：AUMA
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・ドイツ企業の海外展示会への参加数は、増加傾向にある

          図表 10 海外展示会への参加数の推移

・国内の来場者数が２年ごとに増減する（奇数年は減少、偶数年は増加）するのに対し、海

外の来場者数は 2009 年を底に増加傾向にある

   → 国内は、バウマ（BAUMA：国際建設機械・建設資材製造機械・鉱業機械・建設車

輌・関連機器専門見本市）の開催が大きく左右する

●人材登用について（インターンシップの実施の有無、就職状況）

・将来的にメッセビジネスを希望する学生（IHK（商工会議所）に属するメッセ販売員の職

など）は、AUMA の HP を閲覧している

   → 大学講義と職業訓練により、最低でも３年の期間を要する

・AUMA では、学校教諭及び大学講師のための教材を無料で配布（ドイツ語のみ）

   → ４つのテーマ（マーケティング、企業活動、競争、構造変化、各 50 ページ）があ

り、講義は週 10 時間を要する

    ※ドイツの学校では学生の到達目標が定められており、それを目指して勉強する

125
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出典：AUMA
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2）-2 展示会施設と地域（行政）との関わりについて

○ドイツ連邦政府の関わり

・連邦政府は、ドイツ企業の海外への出展を後押しするため、4,200 万ユーロの助成金を拠

出し、約 6,000 の出展者を助成している（日本の 10 の展示会にも関係している）

・海外での宣伝のため、10 の言語でのパンフレットを作成・配布している

・小さくても革新的で、国内の展示会への参加に積極的な企業に対して、特別に助成を行っ

ている（600 の出展者に対して 300 万ユーロを拠出）

○州政府及び市との関わり

・いずれのメッセも、州及び市からの出資により設置・運営が行われている

・出資比率は、メッセにより異なる

          図表 11 各メッセへの出資状況

・運営形態は、株式会社であるハノーバー（メッセドイツ）を除き、有限会社である

2）-3 その他

○AUMA の概要及び役割

・従業員は 30 人程度、そのうち 22 人は無報酬の非常勤である

・対応者である Dr. Peter Neven 氏は、理事の中で唯一の常勤である

・AUMA は出展者、入場者、主催者が関わる唯一の団体であり、積極的なロビー活動、展示

会に関する国内外の情報の提供、調査・研究に基づく客観的なデータの提供等を行ってい

る

州 市 商工会議所 その他

Ausburger 64.09 3.54 32.37
Berlin 99.7 0.17 0.13
Dortmund 100 0
Duesseldorf 56.5 20 1.75 21.75
Essen 79.97 20.03

Frankfurt 60 40 0
Freiburg 98.98 1.02
Friedrichshafen 50 2 48
Hamburg 100 0
Bremen 100 0
Hannover 49.83 49.83 0.34

Karlsruher 100 0
Koln 79.025 20 0.725 0.25
Leipziger 50 50 0
Munchen 49.9 49.9 0.1 0.1
Nurnberg 49.967 49.967 0.033 0.033

Offenbach 1 99
Offenbuｒｇ 100 0
Saarmesse 100 0
Stuttgart 50 50 0

出典：AUMA
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・ドイツ連邦のパートナーシップを有しており、ドイツ企業に対して海外の展示会への出展

を促している（JETRO と同様の役割）

・AUMA の一機関である「Institute of the German Trade Fair Industry」では、大学での

メッセ教育を実施している

・情報提供手段の一つとして、ニュースレターを２週間ごとに発行している

○AUMA 提供の ROI（Return On Investment：投資収益率）プログラムについて

・プログラム作成は、出展者の要望によるものである

・計算できないような内容を数値化しているのが特徴である

・ドイツ語版はこれまでに約 10,000 回ダウンロードされており（英語は 20,000 回）、CD（ド

イツ語版と英語版が掲載）は約 20,000 枚配布されている

・主に若い経営者に活用されており、評価の観点（評価項目）が理解しやすいとの評価を得

ている

・客観的な基準があるわけではないが、従来の主観的な判断を数値化したことに意義がある

  ※ROI プログラムは、AUMA のホームページに掲載されている出展者の利益・コスト管

理プログラムであり、出展に関する要素（量的・質的）を入力することにより、ROI を

自動計算するシステムである

                            出展：AUMA ホームページ

○保険について

・出展者に対しては、保険をかけることを出展の条件（義務）にしている

  ※一般的には、展示ブースについては出展者が、会場全体について（ブース仕切りの倒壊

など）については主催者が責任を負い、それぞれ保険をかけている
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（2）メッセ・デュッセルドルフ

1）概要

メッセ・デュッセルドルフは、1947年に「North West German Exhibition Company：NOWEA」

として設立された。設立当初は 4,800 ㎡の展示スペースのみであった。第二次世界大戦後初の

トレードフェアは、the German Press 主催の“Deutsche Presseausstellung”で、207,000 人

がデュッセルドルフに訪れた。それから 60 年後、メッセ・デュッセルドルフは世界 10 位以内

に入る売上高を誇るトレードフェア主催者の一員となっている。

現在メッセ・デュッセルドルフは、24 の世界最大の展示会を含む 50 の国際展示会を主催し

ている。すなわち、世界最高峰のトレードショーの約１／５がデュッセルドルフで開催されて

いることになる。

出展者の半分以上、そして来場者の約１／３は海外から訪れている。また、連結売上高の約

40％は、ロシア、チェコ共和国、中国で占められている。

展示面積は 262,704 ㎡（2011 年）で、世界第６位、ドイツ国内では第４位となっている。

         図表 12 世界の展示場（2011 年、展示面積上位 30）

順位 会場名 面積 都市 国
1 ハノーバー国際見本市会場 46万6,100㎡ ハノーバー ドイツ
2 フランクフルト見本市会場 34万5,697㎡ フランクフルト ドイツ
3 フィエラ・ミラノ国際見本市会場 34万5,000㎡ ミラノ イタリア
4 中国出口商品交易会琶洲展示館 33万8,000㎡ 広州 中国
5 ケルン・メッセ国際見本市会場 28万4,000㎡ ケルン ドイツ
6 デュッセルドルフ見本市会場 26万2,704㎡ デュッセルドルフ ドイツ
7 パリ・ノール見本市会場 24万1,582㎡ パリ フランス

8 マコーミックプレイス 24万1,524㎡ シカゴ アメリカ
9 バレンシア見本市会場 23万0,602㎡ バレンシア スペイン

10 ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場 22万8,211㎡ パリ フランス
出典：UFI
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2）ヒアリング結果

2）-1 展示会運営の仕組みについて

●計画プロセスについて

  ＜新たな展示会の開催にあたり、マーケティング等で苦労する点＞

・スケジュール的に余裕がない中で、ポテンシャルのあるテーマを先取りするのはとても難

しく、新しい企画に取り組むことは非常に困難である

・「K」のような大きなものから小さなものまであるなかで、全ホールを網羅するようなテー

マがあればいいが、小さなものほど苦労する

・全く新しい分野を開拓するよりも、既存のプログラムを拡大するほうがいい（しっかりし

たノウハウが既に確立されているため）

・新しい展示会を開催する場合は、キャパシティや要員などの計画を綿密に行う必要がある

・将来性のあるビジネス（展示会）には誰でも飛びつきたがるが、それは簡単なものではな

く、いかに長年にわたって構築していくかが重要である。そのため、長続きしない場合が

多い

・新たなテーマを行う場合、他の国内外のメッセと競合になる場合もある

●設営プロセスについて

  ＜展示会の設営に際し、計画搬入はどのように行っているか＞

・トラックに対する搬入時の時間規制は特に行っておらず、空きができればドライバーに指

示する程度である

・搬入はアウトバーンに近い P１駐車場（容量は普通車なら 4,000 台、トラックなら 2,000
台程度）から行っている

  ＜レイアウト配置はどのように行っているか＞

・世界的に同じ傾向であるが、メッセ（主催者）が内容に応じて場所（○号館）を決めてお

り、抽選は行っていない

・優先的に配置するのは面積の大きな出展者であるが、テーマ（分野）や大小の出展者のバ

ランスを取ることも必要であり、メッセ側はその点を考慮しながら配置している

・小さい出展者に対しては粗末な扱いはしていない

   例えば、「ワインメッセ」では１～７号館を使用しており、国別（産地別）に配分してい

るが、フランス（５号館）での展示を希望した小さな出展の希望をかなえられなかったこ

とは反省点である（400 ㎡のスペースを希望していたのに 200 ㎡にしかできなかったこと

もある）

・おそらくは出展者には満足してもらっていると思う

●展示会運営プロセスについて

  ＜オペレーションにおいて、人材はどのように調達しているか＞

・人材派遣会社は所有しておらず、アウトソーシングで対応している

・外部の人材派遣会社を通して退職者や学生などを集めており、仕事の内容次第では全員が
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熟練でなくてもいい

●展示会終了後プロセスについて

  ＜開催報告書の作成や出展者へのフィードバックを行っているか＞

・報告書の作成は大変重要であり、経理部門が作成する「ファイナンス報告書」と組織の経

営判断のための「開催報告書」を作成している

・開催報告書の作成に際し、出展者や来場者に対するアンケート調査（マーケットリサーチ、

外部委託）を行っているため、報告書にはマーケティング結果や出展者・来場者からの評

価（フィードバック）が含まれている

・開催報告書は 150 ページに及び、開催後４週間を目途に作成している（４週間以上だと遅

すぎる）

・開催報告書以外に、簡単な報告書（「来場者が通常よりも多い」などの大ざっぱなレベルの

もの）を毎日作成している

・開催報告書は出展者等に配るものではなく、経営判断のための内部資料として活用してい

る

   → 出展者には小冊子を配るが、内容は開催報告書と異なっており、出展者数、来場者

数、客層などが書かれている程度のものである

2）-2 展示会施設としての対応について

●他のメッセとの競合（コンペティター）について

  ＜コンペティターの存在と当施設の強み＞

・1990 年の東西ドイツ統一後、経済ブームが巻き起こり、メッセ・ベルリンやメッセ・ケル

ンなどは施設を拡大した

・但し、メッセ・デュッセルドルフは努力し、No,1 の座を保っている

   → 努力を怠っては競争に負けてしまう

・各メッセはそれぞれに特徴的な展示会を有しているが、それは決してバランスを取り合っ

ているわけではなく、それぞれのメッセ会社が伝統的なテーマを鍛錬してきたことによる

●地域との連携について

  ＜参加料を払っている来場者は無料扱いとなる鉄道等の交通費の精算方法はどのようにな

っているのか＞

・年単位で各交通機関に一定の額を払っており、額の決定に際してはマーケット調査をしっ

かりと行っている（外部委託）

・北部方面の交通網を網羅しているが、VRR（ライン・ルール都市圏をカバーする公共交通

機関の連合体）は利益が出ないと協力してくれないため、しっかりと話し合いを行ってい

る

2）-3 地域（行政）との関わりについて
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●経営形態及び州・市の関わりについて

  ＜赤字になった場合の対応はどのようになっているのか＞

・メッセ・デュッセルドルフは公設民営の有限会社であるが、州や市からの補助金は受けて

いない

・基本的には独立採算であり、赤字の場合は自分で対処するしかない

・これまでに赤字になったことはなく、逆に好成績をあげており、そのおかげで８号館を独

自財源で建てることができた

   → 好成績なのは、デュッセルドルフ、フランクフルト、ニュールンベルクなど

・役員に州や市出身者はいない

●人材登用について

  ＜インターンシップや採用はどのようになっているのか＞

・年間 15 人（18～19 歳）を職業訓練として受け入れている

・インターン（大学生）は３～４名で、経営学専攻の学生が多い

・優秀な生徒は即採用しており、トレーニングプログラム（１年）を課している

・海外の学生も対象であり、これまでに中国人女性を採用したことがある（但し条件があり、

こちらの学校を卒業してもらった）

2）-4 その他

●今後のメッセ・デュッセルドルフの展開について

  ＜アジア及び日本の可能性＞

・中国にフォーカスを当てており、11 月に上海でワインメッセを行う予定である

・私は日本法人の会長を兼務しているが、日本の周辺の国にも目をやっている

・日本と韓国は質の高いものを求めるため、忘れないようにしている

・日本については、ワインに関する造詣が深いため、ワインメッセ開催の可能性はある

・日本の場合、日本列島だけが対象ではなく、日本を含むアジア圏を視野に入れている

・日本は展示会産業の基礎ができているので、それをどうやって拡大していくかが課題であ

る
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（3）展示会「Ｋ」（国際プラスチック・ゴム産業展）への出展企業

1）Ａ社

1）-1 展示会への出展に対する考え方や具体的施策について

●「Ｋ」への出展について

・歴史ある世界最大の展示会であり、出展するだけでも価値がある

・ドイツが中心の分野であり、日本からもマーケットリーダーが訪れる

・ROI も考慮するが、それよりも「Ｋ」に参加することが重要

1）-2 ＩＣＴの活用について

●インターネットと展示会の区分について

・高額な機械を扱うので、インターネットでの売買はありえない

1）-3 その他（日本での展示会への参加等について）

・参加はしているものの、日本で開催される展示会は主にアジアが対象であり、ドイツとは

機械産業のレベルが違う（アメリカもこの分野は弱い）

  

2）Ｂ社

2）-1 展示会への出展に対する考え方や具体的施策について

●「Ｋ」への出展について

・出展することに大きな価値があり、誰でも興味を持つ

・ROI よりも認知効果を重視しており、当社の機械を見てもらいバイヤーに知ってもらうこ

とにより、会社のネームバリューを高めることが重要と考えている

・ROI の計算は行うが、何台売れるかについては重要視していない

2）-2 ＩＣＴの活用について

●インターネットと展示会の区分について

・大きな機械を扱うので、インターネットで買う人はいない

・企業の工場の生産ラインは常に進化しており、実物を見ながら導入の判断を行う必要があ

る
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3）Ｃ社

3）-1 展示会への出展に対する考え方や具体的施策について

●「Ｋ」への出展について

・プラスチック産業関連の大規模展示会である「Ｋ」（ドイツ）、「ＩＰＦ Japan」（日本）、

「ＮＰＥ」（アメリカ）が３年ごとに順番に開催されているが、その中でも「Ｋ」はステ

ータス、面積等が最大であり、新しいものを世界中に見せることができる

・商談効果はすぐに現れるものではなく、翌年になる場合があるため、短期での ROI はそれ

ほど重要ではない（但し販売目標は設定している）

・来場者数、引き合い台数など顧客管理は iPad で行っており、３年後の出展の判断材料と

している

・「K」への出展にあたり、日本の顧客を対象とするツアーを行っている

   → １団体 50 名程度、主にオーナーが参加しており、費用は高額

・BtoB であっても、土日の来場者は多い

・他のブースの展示は参考になり、期間の後半は前半に比べると来場者数が少ないので、見

学したり情報交換を行っている

●展示会への出展に対する考え方

・他の展示会への出展については、その地域の産業特性を考慮して展示内容を絞っている（南

ドイツでは「オートモーティブ」、イギリスでは「メディカル」など）

・収益が見込めないからやめるのではなく、地域に応じた対応を行うようにしている

・それでも出展が難しい場合、規模の小さな展示会を減らしたり、自社独自の取引先を招待

して開催する内覧会のみにする場合があるが、出展をやめると市場と業界から心配される

ため対応が難しい

3）-2 ＩＣＴの活用について

●インターネットと展示会の区分について

・会場に来て見てもらうことが重要であり、これから売っていきたいものを展示している

・インターネットは情報のやりとりの場であり、商談は現場と考えている

3）-3 その他（日本での展示会への参加等について）

・日本の展示会への参加については、ROI は厳しいが新しい技術を見せたいので、出展して

いる

・中国は生産地であるため、「チャイナプラス」（毎年行われているプラスチック展示会）に

は毎年参加している（バイヤーの数が多いので契約が成立しやすい）

4）Ｄ社
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4）-1 展示会への出展に対する考え方や具体的施策について

●「Ｋ」への出展について

・ドイツを拠点としている会社であり、過去 13 回全て参加している

・本展示会のスタッフは 50～60 人で、１日 1,000 人以上の来場者がある

・当社は素材メーカーであるが、多くの展示を行い実際に目で見て触って感じてもらうよう

にするとともに、なるべく多くのデモンストレーションを行うようにしており、自動車メ

ーカーなどの来場者にコストメリットを感じてもらうような提案を行っている

・ROI は社内で計算していると思うが、将来（例えば 10 年後）を見据えて活動している（早

くても１～２年はかかる）ので、それほど気にしていない

●展示会への出展に対する考え方

・展示会への参加は、収益よりも地域性を重視している（例えば、中国なら自動車、電子部

品、環境などのテーマに対して出展している）

・出展の成功は、10 回のうち２～３回あればいいのではないか

・出展するテーマはアイデア勝負であり、例えば自動車向けがダメであれば建材向けを検討

するなど柔軟な対応を心がけている

4）-2 ＩＣＴの活用について

●インターネットと展示会の区分について

・当社製品は完成品ではなく素材のため、カスタマイズ化するものであり、カタログ売りし

にくく、ネット販売に向いていない

・どの業界がお客様になるか分からず的を絞ることができないため、展示会対応が効果的且

つ効率的である

・商談相手は技術者であるため、Face-to-Face が有効である

4）-3 その他（日本での展示会への参加等について）

・日本での展示会への参加については、展示する内容により決められる

・日本の展示会では、既にあるものや値下げものを扱う傾向がみられるため、製品のイノベ

ーションが必要である

・日本企業は出展のやり方が下手であり、付加価値をつけるような出展方法が必要である
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（4）世界見本市連盟（ＵＦＩ：The Global Association of the Exhibition Industry）

1）概要

   UFI（The Global Association of the Exhibition Industry）は、ヨーロッパの主要な 20

の国際トレードフェアにより、1925 年にイタリアのミラノで設立された団体である。現在

は、フランスのパリ郊外（Levalloirs-Pellet）に本部を置き、636 の会員（展示会主催者

331、ホール保有者 79、展示会主催者件ホール保有者 126、展示会産業組合 37、展示会産

業パートナー47）、６大陸 85 の国々で構成されている。メンバーが主催する 922 以上のト

レードフェア及び展示会に対して認証を授けており、メンバーは 4,500 以上のトレードフ

ェアの代表となっています。

   ・年間 5,000 万㎡以上の展示会スペースが使用されている

   ・毎年 100 万以上の出展者が参加する

   ・年間 15 億人以上の来場者が訪れる

   UFI は、1901 年に制定された組合組織に関するフランスの法律を根拠とする、国際的な

非営利政府組織として設立された。当初、UFI は“Union des Foires Internationales（英

語名：Union of International Fairs、ドイツ語名：Verband internationler Messen）”と
の名称だったが、”The Global Association of the Exhibition Industry”とのキャッチフレ

ーズが 2003年に開催されたエジプト・カイロでの総会において決定されたことに伴い、現

在の“UFI”の名称となった。

   設立当初から 1937 年頃までは、第一次世界大戦後の国際的な商業の回復を目指し、ヨー

ロッパ各地のトレードフェアの協力を推進した。第二次世界大戦後から 1956 年頃までは、

本部をパリに移転し、戦後の経済復興のために尽力した。また、ヨーロッパ以外の国のト

レードフェアが UFI に加わり始めた。その後 1975 年頃にかけて、専門特化された展示会

が表れ始めたが、メンバーの混乱を避けるため、個人イベント会社は外されることが決定

された（但し、その後も個人の見本市や展示会は UFI の承認を受け続けた）。その後 1990

年頃にかけて、UFI は発展途上国におけるトレードフェア経済に進出する試みを始めた。

UFIのプログラムは、助言サービスと訓練コースの提供に焦点を当てたもので、その結果、

UFI メンバーと発展途上国（旧植民地）のトレードフェア代表者との間で、発展協力に関

する合意に至った。1991 年時点で UFI メンバーは 153 であり、内訳はヨーロッパが 110、

アジアが 21、アフリカが９、北アメリカが５、そしてオーストラリアが１だった。これに

より UFI は真のグローバル組織となった。その後 2000 年頃にかけては、東西冷戦の終結

及び電子コミュニケーション（インターネットなど）の発展により、トレードフェア産業

は新たな挑戦を強いられることとなった。UFI は、幅広い教育セミナーの開催、技術委員

会や地域部門における定期会合の開催など、サービスを拡大した。さらに、新たなセクタ

ー（展示会を主催しないオーナーや展示会に関する統計調査会社など）の取り込みによる

メンバーの拡大も行った。2001 年以降も、各国の国内主催者や展示会産業のパートナー企

業を加えるなど規模を拡大させるとともに、展示会ビジネスのカギとなる組織に対する新
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たな提携や協力関係の構築に取り組み始めている。

   UFI は、メンバー及び世界の展示会産業を代表して主張し、促進・発展させ、そしてサ

ポートすることを目標として位置づけており、トレードフェアの独自特性を活かしながら、

以下の項目に取り組んでいる。

   ・UFI は、展示会産業のプロがアイデアや経験を共有できるような効率的なネットワー

クのプラットフォームとなる役割を担う。

   ・UFI は、独特のマーケティングとコミュニケーションツールを用い、世界規模のトレ

ードフェアや展示会を促進する。

   ・UFI は、メンバーに対し、展示会産業の概念の全てに関連する価値ある研究や調査を

提供する。

   ・UFI は、教育トレーニング機会や様々な専門的なセミナーを提供する。

   ・UFI は、地域部門やワーキンググループの定期会合を活用し、メンバーが興味をひく

ようなテーマ内容・議題を取り扱う。

                ※初期の 20のメンバー

   パリ、ボルドー、リヨン（以上フランス）、ブリュッセル（ベルギー）、ブダペスト（ハ

ンガリー）、ケルン、フランクフルト、ライプチヒ（以上ドイツ）、ダンツィヒ（ポーラ

ンド）、リュブリャナ（スロベニア）、リボフ（ウクライナ）、ミラノ、パドヴァ（以上イ

タリア）、ニジニ・ノブゴルド（ロシア）、プラハ（チェコ）、ライケンバーク（チェコ）、

ユトレヒト（オランダ）、バレンシア（スペイン）、ウィーン（オーストリア）、ザグレブ

（クロアチア）
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2）ヒアリング結果

2）-1 世界における展示会産業の動向について

●世界（欧州、北米、アジア）における展示会の開催動向

○展示会のトレンドについて

・テーマ性のある展示会が増加している

・大企業だけでなく、中小企業が参加する展示会（PME：Petit Middle Enterprise）にも力

を入れている

   → 経済規模は小さくても、世界に広げることが重要

     新しい製品を世界に紹介するために展示会を行う

     このような傾向は経済不況が生み出したものであり、中小企業への支援の意味合い

も有する

○世界の展示会産業について

・展示面積（2011 年）を地域別にみると、ヨーロッパが最も大きいが、伸びが大きいのはア

ジアである

              図表 13 地域別の展示面積

出典：UFI
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・展示面積（2011 年）を国別にみると、アメリカ、中国、ドイツの順となっており、日本は

16 番目である

             図表 14 国別の展示面積

・2011 年と 2006 年を比較すると、マーケットシェアはアジアで伸びており、ヨーロッパや

北米はシェアを落としている（特にスペインは低下傾向にあり、展示場を使い切れていな

い）

            図表 15 地域別マーケットシェアの比較

順位 国 面積 割合

1 アメリカ 671万2,342㎡ 20.6%
2 中国 475万5,102㎡ 14.6%

3 ドイツ 337万7,821㎡ 10.4%
4 イタリア 222万7,304㎡ 6.8%

5 フランス 209万4,554㎡ 6.4%

6 スペイン 154万8,057㎡ 4.8%
7 オランダ 96万0,530㎡ 2.9%

8 ブラジル 70万1,882㎡ 2.2%
9 イギリス 70万1,857㎡ 2.2%

10 カナダ 68万4,175㎡ 2.1%
11 ロシア 56万6,777㎡ 1.7%

12 スイス 50万0,570㎡ 1.5%

13 ベルギー 44万8,265㎡ 1.4%
14 トルコ 43万3,904㎡ 1.3%

15 メキシコ 43万1,761㎡ 1.3%
16 日本 34万5,763㎡ 1.1%

17 オーストリア 28万7,475㎡ 0.9%
18 韓国 28万0,190㎡ 0.9%

19 インド 27万8,010㎡ 0.9%

20 ポーランド 26万8,068㎡ 0.8%
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・賃貸スペース（全体スペースではない）でみると、日本は世界で７番目であるものの、2008
年よりもシェアを落としている

           図表 16 国別賃貸スペース及び推移

○アジアの展示会産業について

・アジアのトータルの展示面積は、2008 年以降は増加傾向にある

           図表 17 アジア全体の展示面積の推移

賃貸スペース

（100万㎡）
アメリカ 23.3 -7%
中国 13.0 13%
ドイツ 8.8 -5%
イタリア 6.2 -5%
フランス 5.4 -8%
スペイン 3.5 -24%

日本 3.2 -3%
イギリス 2.8 -6%
ロシア 2.6 -13%
ブラジル 2.6 4%

2008年から

の推移

出典：UFI
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・2012 年の国別の販売展示面積をみると、中国が半数以上を占めており、日本は中国の約

1/5 となっている

             図表 18 国別販売展示面積

・販売展示面積について、2012 年と 2011 年を比較すると、マレーシア、シンガポール、イ

ンドネシアなどの伸びが大きい

           図表 19 国別販売展示面積の伸び率（2012／2011）
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・2012 年の展示会を収入比率でみると、中国が 35％であるのに対し、日本は 22％を占めて

いる

   → 展示面積に対する収入比率をみると、日本の展示会は中国よりも効率的であるとい

える

           図表 20 国別収入比率のシェア

・2013 年の展示場数をみると、中国が 99 件で最も大きく、次いでインド、日本（ともに 13
件）となっている

           図表 21 2013 年の国別展示場数
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・ここ３年の賃貸スペースの利用状況をみると、欧州ではスペインが、アジアでは日本が低

下傾向を示している

        図表 22 ヨーロッパとアジアにおける国別賃貸スペースの推移

・中国は欧州と同じ問題を抱えており、いくつかの市では所有する展示場の面積が大きすぎ

るために上手に活用できていない

○アメリカの動向について

・国内向けが中心であるため日本と同様の傾向がみられるが、一方で大手主催企業は世界に

進出している

・様々な業界の組合組織が主催しており、この点でも日本と似ている（エレクトロニックコ

ンシューマーアソシエーションなど）

○展示会テーマの地域性について

・地域ごとの特性はみられる一方で、ファッション分野など他の地域がコピー（まね）する

傾向もみられる

○展示場の失敗例（オーバーキャパシティ問題）について

・イタリア・パレルモなどは開催件数が少なく、従業員が車で待機することもある

・稼働率が 30％に達しないところは厳しいだろう

○流行の展示会テーマについて

・「環境問題」「情報処理（インターネットなど）」の２つのテーマは世界的に成功している（但

し、中国では「環境問題」がテーマの展示会は限られている（意識が低い））
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○経済危機の影響について

・ＵＦＩでは、会員に対して年２回アンケート調査を実施している

・経済危機が展示会産業に与える影響は、現在ではほぼなくなっている

           図表 23 地域別の経済危機の影響度

・経済危機の影響が終了する時期については、「2015 年までには終わる」と答えた会員が多

い

       図表 24 経済危機の影響が終了する時期（３年間の反応の推移）
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・展示会（テーマや規模など）に大きな影響を及ぼすのは、経済状況や政治状況であり、１

～２年後にその影響が現れる

・会員企業が意識していることとしては、「国や地域の経済状況」（26％）、「グローバルエコ

ノミーの不安定」（19％）、「展示会産業における競争」（19％）が上位を占めている

          図表 25 経済危機に対して会員企業が意識すること

・2011 年のマーケットの伸びは、中国、ブラジル、ロシアなどが大きく、ドイツ、スペイン、

イタリアはマイナスとなっている

          図表 26 展示会産業の地域別伸び率（2011 年）
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・不況への対応策としては、「これまでのことを続ける」がアジアで多く、「新しいことに取

り組む」（展示会とセミナーの同時開催の拡大、新しいテーマの他地域への導入など）は

アメリカやヨーロッパで多い

    → アジアは経済不況の影響が少ないため、それほど変えようとは考えていない

            図表 27 地域別の不況への対応策

・他国への進出についても、アジア太平洋は「同じ国」の回答が多く、日本企業については

日本以外で行う動きはあまりみられない

            図表 28 地域別の他国への進出状況

○経済効果について

・UFI では現在、経済効果の研究を行っている

    → 出展企業が展示会に１ユーロ投資すると、最低５ユーロの地域経済効果（地域サ

ービス、宿泊、税など）があると考えられる

    → 2014 年にとりまとめを行う予定で、会員には無料配布、会員以外には有料で配布

する予定
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○展示会の変化について

・これまでの展示会は出展者と来場者やりとりが中心だったが、現在はそれに加え、講演や

コンサートなど個性的なエンターテイメントを行う傾向がみられる

・Facebook などの新たなメディアを活用するようになっている

   → 「自分は属している」と思わせる

     相互対話が重要（従来の方法においても対話を増やす傾向がみられる）

・インターネットの登場が展示会の方法を変えた

・従来の出展料は面積に依存してきた（１㎡あたり○○円）が、現在は展示会の中身（価値）

により決められている

・産業の変革にも対応していかなければならない

   例）強制動線（イケア方式）、共通スペース（休憩ラウンジ等出展者と来場者が接触可能

なスペース）の設置など

・顧客管理（データベース）のあり方の見直しも必要である

・マッチメーキングも重要である

   例）航空機の座席指定のアイデアの活用（Air Baltic は隣に同じ考え方や趣味の人を座

らせるシステムを導入している）

・多様なメディアの活用（タブレット、スマートフォン、SNS など）も重要で、アメリカで

は、トラッキング（どのエリアにどれだけの人が集まっているか）を行っている

○展示会産業の今後の見通しについて

・現在の経済情勢は安定している

・今後の見通しは明るいものの、革新は必要（顧客管理、内容及び参加費など）

●国際化の進展状況

・“ジオ・クローニング”、すなわち、ある国で成功した展示会は他の国でも行われる傾向が

あり、その場合通常は現地のパートナーを活用する（現地の事情に精通しているため）

・他の地域で新しいこと（テーマ）を行うのは非常に難しい（成功率は８～10％）が、既に

行っていることを活用することにより“ジオ・クローニング”が実現する場合は成功する

（例えば、Sial（パリ国際食品見本市）や VIV（畜産展示会）など）

2）-2 ＩＣＴが展示会に与える影響について

・かつては、「バーチャル展示会」が主流になるとの考え方があったが、それは実現しなかっ

た

   → レコードや CD が浸透しても、ライブコンサートがなくならないのと同様である

・実際に見て触れることとヒューマンコンタクトが必要であり、展示会はそれを兼ね備えて

いる

・一方で、ＩＣＴの新しい技術を取り入れることは重要である
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2）-3 その他（ＵＦＩの財務構造について）

・財源のうち、会員費が 80％以上を占める（会員へのアドバイスは無料で行っている）

・その他はスポンサー（クウェート国際フェア会社、タイコンベンション＆エキシビジョン

ビューロー）など

・フランス政府やＥＵからの出資等はない



34

1-2-2 韓国（大韓旅行社：KTB、JETRO ソウル事務所、韓国国際展示場：KINTEX、展示会「FOOD 
WEEK」出展企業、ベクスコ展示場：BEXCO）

（1）大韓旅行社（KTB）

1）概要

大韓旅行社は、大韓民国で最も歴史のある旅行会社である。

大韓民国に最初の旅行斡旋業が登場したのは、1912 年 12 月のジャパン・ツーリスト・ビュ

ーロー（現 JTB）朝鮮支部の設置である。1945 年 10 月に財団法人大韓旅行社に社名変更し、

列車の乗車券と航空券の委託販売を行うようになった。1963 年には韓国観光公社が業務を引き

継ぎ、1972 年には民営化され、現在に至っている。

展示会や国際会議に関する各種手配（アテンド、宿泊手配など）を数多く行っており、(株)
ジェイティービーの代理店を務めている。海外に７箇所の支社を設けており、日本には日本支

社や名古屋支店などを設置している。

                          （出典：KTB ホームページ）

2）ヒアリング結果

2）-1 日本人観光客の動向について

●全体量：2013 年の日本人観光客は減少傾向である

・2012 年（１～12 月）：350 万人 2013 年（１～９月）：200 万人

・前年同期比（１～９月）では 74％
●KTB での取り扱い：全体動向と同様に減少している

・2012 年（１～12 月）：９万人 2013 年（１～９月）：５万５千～７千人

・８割が個人パッケージ、２割が団体（インセンティブが大半を占め、その他はミーティン

グ（役員、金融関係）、コンベンションなど、エキシビションの扱いは少ない）

・団体比率は低下傾向

2）-2 韓国における MICEの状況について（出典：韓国展示産業振興会）

●全体傾向

・2011 年の開催件数は 11 万 6,701 件、このうち 11 月が約１万 3,900 件、12 月が約１万 1,400
件で、他月よりも多い

・国内外の参加者数は、韓国人が 2,587 万 7,863 人で、外国人は 95 万 5,636 人

・日数別では、２日間が約４万 4,300 件で最も多く、１日が約３万 7,900 件、３日は約１万

8,000 件

・主催機関（オーガナイザー）別では、民間が約７万 2,200 件、業界が約 8,000 件、公共機

関が約 9,500 件、政府が約 5,400 件、学会が約 3,800 件
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・MICE 種別の件数、参加者数、外国人参加者数は概ね次のとおりである

●分野別件数

・企業経営が約５万 5,500 件、教育が約１万 5,300 件、経済・金融が約 8,000 件、科学技術

が約 6,100 件、医学が約 5,860 件

●地域別件数

・江原道が約３万 2,800 件、慶尚北道が約２万 6,900 件、ソウル市が約１万 2,800 件、釜山

市が約 9,200 件、済州が約 5,000 件

●施設別件数

・ホテルリゾート・コンドミニアムが約９万8,400件、コンベンションセンターが約１万3,200
件、政府施設が 10 件、大学が５件

●全参加者規模別件数

・250 名未満が約 10 万 5,000 件、250～500 名が約 7,000 件、500～1,000 名が約 2,500 件、

1,000～2,500 名が約 1,400 件、2,500 名以上が約 620 件

●外国人参加者規模別件数

・50 名未満が約 11 万 3,000 件、50～100 名が約 1,600 件、100～250 名が約 1,500 件、250
～500 名が約 400 件、500～1,000 名が約 150 件、1,000 名以上が 85 件

●予算別件数

・1,000 万ウォン未満が約７万件、1,000 万～2,500 万ウォンが約３万 2,000 件、2,500 万～

5,000 万ウォンが約 5,700 件、5,000 万～１億ウォンが約 1,500 件、１億～５億ウォンが

約 2,600 件、５億～10 億ウォンが 58 件、10 億ウォン以上が 12 件

2）-3 韓国における展示会の動向について（出典：韓国・文化体育観光部、韓国観光公社『2011 

ＭＩＣＥ産業統計調査・研究』）

・2011 年の開催件数は 553 件で、全参加者数は 1,359 万 9,855 人、うち外国人参加者数は

20 万 488 人、国内参加者数は 1,339 万 9,367 人

・月別の開催件数では、10 月が 87 件で最も多く、次いで 11 月が 76 件となっており、１月

（17 件）が最も少ない

・月別の全参加者数では、10 月が 238 万 8,480 人で最も多く、次いで９月が 233 万 680 人、

３月が 180 万 8,748 人となっており、１月が 16 万 7,651 人で最も少ない

件数 参加者数
外国人

参加者数
Ｍ 10万9,587件 1,165万2,106人 4万6,369人
Ｉ 5,024件 36万5,856人 36万5,856人
Ｃ 1,537件 121万5,682人 34万2,923人
Ｅ 553件 1,359万9,855人 20万488人
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           図表 29 2011 年の月別開催状況

・開催期間別の件数では、３日間が 173 件で最も多く、次いで４日間が 166 件、２日間が

73 件、１日が 66 件となっている

・開催期間別の全参加者数では、４日間が 490 万 9,751 人で最も多く、次いで３日間が 262
万 2,205 人、５日間が 165 万 2,316 人となっている

区分
開催件数

（件）

外国人参加

者数（人）

国内参加者

数（人）

全参加者数

（人）

1月 17 2,310 165,341 167,651

2月 24 5,437 590,046 595,483

3月 41 14,667 1,794,081 1,808,748

4月 44 10,988 835,347 846,335

5月 44 11,551 1,511,218 1,522,769

6月 52 9,187 778,879 788,066

7月 34 3,389 564,111 567,500

8月 32 3,875 771,964 775,839

9月 52 53,860 2,276,820 2,330,680

10月 87 73,340 2,315,140 2,388,480

11月 76 10,462 1,287,549 1,298,011

12月 50 1,422 508,871 510,293

合計 553 200,488 13,399,367 13,599,855
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           図表 30 2011 年の開催期間別状況

・主催機関別の件数では、企業が 228 件で最も多く、次いで政府が 154 件、協会が 87 件と

なっている

・主催機関別の全参加者数では、政府が 468 万 8,170 人で最も多く、次いで企業が 364 万

0,914 人、協会が 305 万 5,710 人となっている

区分
開催件数

（件）
外国人参加
者数（人）

国内参加者
数（人）

全参加者数
（人）

1日 66 8,329 179,903 188,232

2日 73 6,327 440,116 446,443

3日 173 30,567 2,591,638 2,622,205

4日 166 63,597 4,846,154 4,909,751

5日 34 9,250 1,643,066 1,652,316

6日 9 50,010 599,373 649,383

7日以上 32 32,408 3,099,117 3,131,525

合計 553 200,488 13,399,367 13,599,855
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           図表 31 2011 年の主催機関別状況

・テーマ別の件数では、企業／経営が 97 件で最も多く、次いで文化が 87 件、教育が 50 件、

科学技術が 48 件となっている

・テーマ別の全参加者数では、文化が 205 万 6,437 人で最も多く、次いで農産品／食品が 182
万 7,415 人、観光／交通が 142 万 619 人、企業／経営が 138 万 8,484 人となっている

区分
開催件数

（件）
外国人参加
者数（人）

国内参加者
数（人）

全参加者数
（人）

公共 46 35,186 1,870,256 1,905,442

企業 228 37,610 3,603,304 3,640,914

その他 26 1,421 284,242 285,663

政府 154 35,661 4,652,509 4,688,170

学会 12 594 23,362 23,956

協会 87 90,016 2,965,694 3,055,710

合計 553 200,488 13,399,367 13,599,855
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           図表 32 2011 年のテーマ別開催状況

区分
開催件数

（件）
外国人参加
者数（人）

国内参加者
数（人）

全参加者数
（人）

経済／金融 35 9,405 328,181 337,586

科学技術 48 23,987 963,931 987,918

観光／交通 12 13,905 1,406,714 1,420,619

教育 50 7,947 934,833 942,780

国防／安保 5 50,100 201,500 251,600

企業／経営 97 6,535 1,381,949 1,388,484

その他 3 122 20,210 20,332

農水産／食品 40 9,162 1,818,253 1,827,415

文化 87 11,270 2,045,167 2,056,437

社会科学 17 1,137 390,346 391,483

スポーツ／レジャー 16 2,061 554,370 556,431

言論 4 2,152 88,721 90,873

芸術 17 26,223 1,020,055 1,046,278

医学 22 4,194 172,497 176,691

自然科学 12 1,953 355,526 357,479

情報通信 24 7,469 335,895 343,364

政治／法律 3 0 16,684 16,684

宗教 1 20 10,980 11,000

住宅建設 14 2,805 416,344 419,149

ファッション／繊維 22 6,349 335,326 341,675

海洋 7 6,750 280,270 287,020

環境 17 6,942 321,615 328,557

合計 553 200,488 13,399,367 13,599,855
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2）-4 韓国における展示会産業の動向について

・最近のテーマとしては、コーヒーやパンなどの製造業の創業イベント（機器展示を含む）、

就職プログラム、建設・装備、住宅建設などがみられる

   → 環境に関する展示会もあるが、件数は多くない

・展示会の件数は少ないが、１件あたりの参加者数・外国人参加者数はいずれも多く、また

外国人参加者の一人当たり消費額は観光客の 1.5 倍であり、効果は大きい

・韓国観光公社を含めた国全体での取り組みが必要

   → 韓国人は人脈や知り合いに頼る傾向があるため、改善が必要

     展示会テーマ等に関連する工場見学などは、昔は積極的に受け入れてくれていたが、

現在は産業スパイを警戒し断られることもある

・宿泊などのインフラ整備も必要

2）-5 展示会に関する KTB の業務について

・KTB では、日本からの申し込み、登録、手配を行うが、展示会の主催は行わない（社内に

MICE 専門組織がない）

   → 展示会を専門的に扱う会社が存在する

     地方の場合、各地の観光公社などが対応している

・展示場との連携は殆ど行っていないが、宿泊施設との連携は行っている

・アフターコンベンションとして、テクニカルツアーを実施する場合がある

   → KTB では、欧米のテクニカルツアーを扱うことはあるが、日本はほとんどない
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（2）JETRO ソウル事務所

1）概要

JETRO ソウル事務所は、1967 年の設置以降、ソウルを拠点に日韓のビジネスに携わってい

る。現在は、日韓 FTA の早期締結に向けた取り組みと日韓経済産業協力の維持・強化に向け、

両国の情報の発信や各種のビジネス支援を、顧客満足度の高いサービスをモットーに実施して

いる。

＜日系企業向けサービス＞

●韓国に進出している企業のためのサービス

・貿易・投資などの情報提供

  貿易や法制度、労務面等の企業経営上の情報提供を行っている。

・知的財産権の保護に関する取り組み

  韓国の知的財産関連情報の提供・相談を行っている。

・その他

  進出日系企業の活動に役立つ各種セミナーの開催や展示会などの事業を行っている。

●韓国進出を考えている企業のためのサービス

・各種情報提供

  最新のビジネス情報（経済、産業政策、投資環境、労務問題等）を広範囲に提供している。

＜韓国企業向けサービス＞

●日本進出支援

  会社設立、税制、ビザ取得、各種ビジネス情報の提供など、日本国内の主要都市にあるジ

ェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）と連携し、支援を行っている。

                          （出典：JETRO ホームページ）

2）ヒアリング結果

2）-1 韓国における展示会産業の動向について

●最近の流行のテーマ

・有名な（参加者数の多い）展示会は 12～13 件程度で、ソウルモーターショー、キョンヒ

ャンハウジングフェア、ソウル国際食品産業大展（フードフェア）、工作機械、セミコン

ダクター（半導体）、エレクトロニクスショーなど

   → キョンヒャンハウジングフェアは建築に関する全てのものが対象の展示会で、2014
年は JETRO にてジャパンパビリオンを設置予定

・規模や認証の有無等により、展示会の人気に差が出る
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   → 例えば、来場者数５万人以上、UFI 認証など

・韓国の展示会は日本企業には不人気である

   → 距離が近い割にコストがかかる

     韓国企業とのパートナー関係が既に構築されていることが多い

・日本の食品は韓国で人気があるため、食品関係の展示会には出展することが多い

   → 日本酒については、2010 年は 30 社の募集に対して 50 社が応募

2）-2 展示会施設と行政（国・地方）との関わりについて

●展示場と国や自治体との関わり

・KINTEX、BEXCO は株式会社形式で運営

   → いずれも KOTRA が３割出資しており、KOTRA の OB が在席

・COEX は韓国貿易協会（KITA）との関わりが深い

   → COEX では、2000 年頃までは製造業が中心だったが、現在はサービス産業にも力

を入れている

●展示会産業に対する国や自治体の指針・対応等

・産業通商資源部と文化体育観光部とで所管内容が異なる

   産業通商資源部：展示産業－KOTRA
   文化体育観光部：国際会議－KTO

・KOTRA は KINTEX と BEXCO の拡張を主導するとともに、人材育成にも力を入れてい

る

   → 大学院の展示・コンベンション学科、ホテル・コンベンション産業学科の設置（韓

国は作ると決められたら実行するのは早い）

     KOTRA 内部でも展示専門家を育成（ドイツ３年留学などを実施）

     検定試験も実施

・民間が展示会を企画し、行政（自治体）がスポンサーになるのが一般的

   → 展示会が大きくなると、行政も主催者になる

     国が主催する展示会（政策広報のための展示会など）は KOTRA や KTO が実施

・マスコミ主催の展示会も多い

   → ウエディング、建築資材、育児、教育、就職など

     建築資材は定年後の人向けに人気があり（BtoC）、就職は自治体が主催するものも

人気がある

・UFI 認証は 2003 年頃に注目された

   → 韓国展示産業振興会が政府に補助金を申請

     その後も認証展示会は増えたが、個人的には認証の根拠が不明瞭と感じている

・「海外マーケティング」は予算が取りやすいため、展示会の海外支援制度を設けやすい（法

律制定が容易）

●展示会に関する JETRO の活動について

・年間５～６件程度、海外のバイヤーを日本に招聘（JETRO 本部事業として）

   → 最近では、2013 年２月、2012 年 12 月、2012 年 10 月（諏訪圏工業メッセ）に実
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施

・本部の展示事業部内に韓国への支援制度がない（韓国の展示会は日本の企業には人気がな

いため）

・ソウル事務所がビジネスマッチングの企画を行うことはある

   → これまでに医療や環境をテーマに実施したことがあり、なかでも環境の反応は良か

ったが、事情によりやめることとなった

●その他

・展示会の政策については韓国展示産業振興会に聞くのがいいが、対応してもらうのは難し

い

   → 立場的に言いにくいだろう

・データは国や韓国展示産業振興会の HP に出ている

・韓国では来場者の少ない展示会も多い

   → KINTEX は、第１展示場だけの時は良かったが、第２展示場が出来てから稼働率で

見れば厳しい状況となっている
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（3）韓国国際展示場（KINTEX）

1）概要

KINTEX は、大韓民国の京畿道高陽市一山西区にある大型の会議・展示施設である。運

営企業は株式会社キンテックスで、2005 年 4 月にオープンした（開業して最初に行われた

イベントはソウルモーターショー2005 だった）。

KINTEX は、展示会やコンベンション用の施設の不足を解消し、国内の展示会やコンベ

ンション関連産業のグローバル化を促進するために、政府と地方自治体が共同出資して進

めている事業である。展示会場の総面積は 108,566 ㎡で、アジアで 5位、世界で 34位の規

模を誇る。

KINTEX は、グローバル及び国内でのマーケティング活動による国際規模の貿易展示会

や大会の招聘、発展の支援を通じ、国内主要企業及び国際企業の貿易・営業ビジネスの会

議・展示施設としての重大な役割を果たしている。

                  （出典：韓国観光公社ホームページ、Wikipedia など）

2）ヒアリング結果

2）-1 展示会施設としての対応について

●設備について

・床下のトラスに電気と水道が通っており、小間の形状等に合わせて自由に使用することが

できる

・ガスについては、第１展示場の第１ホール及び第２ホールにて対応可能

●言語対応について

・英語、ハングル語、中国語、日本語の４カ国語で対応可能

   → インフォメーションに９人が常駐（日本語対応２人、中国語対応２人）

・案内表示はハングル語・英語のみ

   → 昨年から案内表示整備を強化しており、今後も引き続き対応する予定

・案内放送は韓国語のみ

・展示会開催時には主催者が臨時デスクに人を配置

   → KINTEX では増員はしない

●環境対応について

・再生可能エネルギーを活用している

●コンペティターについて

・KINTEX の特徴としては、広い面積に加え、展示会と会議の併用が可能

・国内だと COEX がライバルだが、主催者は展示会のテーマや内容を考慮して使い分けてい

る

   → BtoC の場合、一般来場者の利便性を考慮して COEX で開催することが多い

・海外については、ライバルである一方で、持ち回りの国際会議や大会（ロータリークラブ
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など）では協力関係になる

●地域との連携について

・事業戦略チームが誘致を担当している

・施設運営については KINTEX が独自で対応するが、誘致については KOTRA 等と協力す

ることもある

・イベントを行う際には、主催者が主導する（KINTEX は主体的には行わない）

・今後、地域づくりの観点から「MICE ポイントカード（仮称）」を導入し、レストランで

の割引を行う予定

・京畿道や高陽市も、地域経済のための対策を行っている（展示会の主催など）

●展示会の主催について

・年５回、展示会を主催している（福祉など）

・有名な展示会を開催する際には、その展示会と関連するテーマで KINTEX が独自に

  展示会を開催する場合もある

   例）ソウルモーターショーの場合、自動車チューニングや整備関連の展示会を併催して

いる

・企画展示チームが主体となって企画を行っている

   → 賃貸事業だけだと件数の減少に不安を感じるので、主催も行っている

2）-2 人材登用について

●インターンシップの実施状況

・インターンは行っていないが、大学生がアルバイトで来たり、高校生がボランティアとし

て来ることはある（交流・実習）

●就職状況

・毎年５～６人程度を採用している

・正社員は 90 人程度、契約社員は数人で、必ずしも展示会の専攻者ではない（教育学、日

本語学の専攻者もいる）

・コンベンション関連の専攻者が入社を希望することが多く、採用につながっている

・採用には基準があり、例えば英語は TOEIC830 点以上が求められる

・採用の一方で、職員が大学院へ通うこともある

・外国からのお客様に対応するためにも、様々な人材を確保したい

2）-3 KINTEX について

・展示面積は 108,566 ㎡（第１展示場 53,975 ㎡、第２展示場 54,591 ㎡）で、国内の展示面

積の 38％を占めている

・BtoB の展示会が多い

・ソウルモーターショー、キョンヒャンハウジングフェア、食品展示会、工作機械展示会な

どの主要な展示会を実施している

・最近流行のテーマは、ビューティー博覧会や育児など（BtoC）



46

   → 入場料は高くない（3,000 ウォン～5,000 ウォン程度）

     ビューティー博覧会はＳＢＳ（テレビ局）と京畿道が主催

・利用するホールは、主催者の要望に応じて決めている

・展示会が重なった場合、国や常連を優先させている

・稼働率及び開催件数の推移

   2009 年 54％、88 件

   2010 年 58％、96 件

   2011 年 50％、124 件（第２展示場が 2011 年９月にオープン）

   → 2013 年は 48％を目標としている（理想は 60％）

・2011 年からは黒字となっている

・株式会社 KINTEX には、京畿道、高陽市、KOTRA が出資

・2017 年までに周辺にホテル３件、アクアリウム、ショッピングモールを建設予定

・2022 年までに GTX（首都圏広域急行鉄道）が開通し、COEX との間を 22 分で結ぶ計画

もある

・Dong-afair、IKA Fair などの主催企業との関係は深い

・旅行会社とは深い関係にはなく、状況に応じて適宜活用している

・MVL ホテル KINTEX とは連携しており、シャトルバスを運行している



47

（4）「FOOD WEEK」（食品総合展示会）への出展企業

1）Ａ社

1）-1 展示会への出展に対する考え方や具体的施策について

●出展計画プロセスについて（出展の目的など）

・出展目的は、販路の可能性を探るため（バイヤーを見つけること）であり、その場での売

り上げのためではない

●展示会の選定プロセスについて（「FOOD WEEK」への出展について）

・出展は今年で３年目

・１年目は器などに反響があり、100 枚以上の名刺をもらったが、最終的に商談に結びつい

たのは５％程度だった

   → 展示会ではポジティブな反応でも、後日商談するとネガティブな反応となり、特に

値段に対してシビアだった

・２年目は、興味をひいてもらうために、香川と徳島の特産品も扱った

・「FOOD WEEK」は韓国で２番目に大きな展示会（ソウル国際食品産業大展（フードフェ

ア）に次ぐ）であるため、出展する価値がある

   ※ソウル国際食品産業大展（フードフェア）はバイヤーが多く、一般の人は入ることが

できない

・海外での出展は時間とお金がかかるが、１年目は JETRO がブース代の半額補助を、２～

３年目は全額補助を行ってくれるため、助かっている

   → ブース代が有料の場合、出展費用は合計 100 万円程度かかる

・展示する商品は正規の輸入品扱いとはなっていないため、商品の販売はできない（販売の

時点で税金がかかってしまう）

●出展展示作業プロセスについて（工夫）

・会場はブースが多く目に付きにくいため、ディスプレイに工夫を施している

   → お茶だけでなく特産品をセットにしたり、試食を行っている

     １日ごとに展示品やディスプレイを変えている

●展示会運営プロセスについて

・事前アポイント制については、主催会社が行っている

・バイヤーを見分けるのは難しい

   → 普通（一般の人）に見える人が実は決定権者であることもある

●展示会終了後プロセスについて

・フォローが大事である

・終了後の１～２ヶ月間、Ｅメール及び電話でフォロー（商品の特徴や値段の情報提供など）

を行っている

   → Ｅメールだけだと見ない可能性がある

・ブース内でのアンケートは難しい

   → 断られ、逃げられる恐れがある
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1）-2 ＩＣＴの活用について

・ネット社会であっても、展示会の重要性は変わらない

   → 当社は BtoB が多いため

1）-3 企業主催の個展と展示会出展の考え方について

・当社では個展も行っているが、企業の知名度がないため、自社の個展では人が集まらない

・JETRO の信頼度が高いため、バイヤーも安心してくれる

1）-4 その他

・展示会出展の成果として、百貨店からのオファーがあった

・韓国の流通システムでは値段が２倍になるため、販売には不利である

   → 関税が 13％もかかるため、ビジネスにならない

・韓国以外では、シンガポールや台湾の展示会・商談会にも参加している

   → 鹿児島での商談会において、アメリカ出展が決まった

・「FOOD WEEK」の入場者数は減少している

2）Ｂ社

2）-1 展示会への出展に対する考え方や具体的施策について

●出展計画プロセスについて（出展の目的など）

・販路開拓が重要である

・継続して出展することに意味がある

   → 毎年来る人もいれば初めての人もいて、その年で結果が出なくても次につながる可

能性がある

・展示会に出ると率直な意見がもらえ、次に生かすことができる

   → 韓国の人は遠慮なく意見を言ってくる

●展示会の選定プロセスについて

・出展は今年で４年目

・出展のきっかけは、社長の友人の中に韓国に興味を持つ人がいたこと、そして日本の将来

性を考慮した結果

・「FOOD WEEK」は一般客が中心で、幼稚園の団体が来ることもある

   → 韓国の展示会は BtoB でも一般客を入れてしまう傾向にある（一般客を入れないと

展示会が成り立たないという話も聞く）

・「FOOD WEEK」は２つの大きな食品分野の展示会の一つであり、出展する価値がある

   → 地方の展示会に出展すると、慈善事業のようになってしまい、意味合いが異なる
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・外国企業は国内企業に比べてブース代が高い

   → 来年以降は韓国支社を通じて出すことも検討したいが、しかしＪＥＴＲＯが一番良

い

     「カフェ＆ベーカリー」は韓国企業がほとんどの展示会（ウォンでの決済）である

ため影響はないが、「FOOD WEEK」のような国際展示会（ドル建て決済）になる

と出展料に差がつく

・今年はブースの位置が最悪である

   → プレスセンターの位置がブースよりも手前にあり、プレスセンターでブースが終わ

っているように捉えられる

●出展展示作業プロセスについて

・ディスプレイはブースの位置によって変わる

   → 事前に知らせてほしい

・商品を知ってもらうことを一番に考えた展示としている

・単に商品を陳列するのではなく、食べ方やイメージも提供している

●展示会運営プロセスについて

・最初の頃は試食ばかりで閉口していたが、今は逆に呼び込みを行い積極的に食べてもらっ

ている

   → 商品ステッカーを見てもらうことが重要

     試食だけの人も「潜在的な購入者」という発想に切り替えた

●展示会終了後プロセスについて

・名刺をもらった人にはＥメールを送っている

   → 名刺を出す人は見込みがあり、Ｅメールへの返信がある人は商品を気にいった人

・昔はアンケートを取っており、それをもとにメール（展示会への案内）を送っていたが、

今は行っていない

2）-2 ＩＣＴの活用について

・直販もしくは通販のみの販売であり、ホームページ上で購入できるが、対応は日本語のみ

である

・出展をやめると購入者が減っていくため、展示会は必要である

2）-3 その他

・原発の影響は残っており、韓国内でも生産を始めた（他社の工場を借りて）

   → ステッカーも色分けを行っている

・福岡 FOB（free on board）まで持って行けば代理店が手続きを行ってくれるため、出展の

労苦はそれほどないが、大変なのは生産地証明書の取得である

・韓国以外では、シンガポールに出展している

   → 欧米での販売は難しい

・日本の展示会には出展できない（市場で販売していないため）
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（5）ベクスコ（BEXCO）

1）概要

BEXCO は、釜山市海雲台（ヘウンデ）のセンタムシティー（未来先端複合都市）にある会

議・展示施設である。世界的なレベルの最新施設として建設され、2001 年の９月に開催された

国際モーターショーが BEXCO のオープンニングイベントとなった。その後、日韓合同開催の

サッカー・ワールドカップの抽選会、2002 年アジアンゲームのメインプレスセンター、各種世

界的規模の様々なイベントや会議が催されてきた。

サッカー競技場の約３倍の広さ（主要展示場は 26,446 ㎡）を有する施設は、様々な世界的

イベントに対応するため全ての会議室及び展示場は可動式の壁となっており、部屋を自由に分

けることができる（柱のない展示場としては韓国最大規模です）。 近い将来には最高級ホテル

が建設される計画で、釜山の地域経済活性化に大きな役割を果たすことが期待されている。

建物外観も特徴的で、周辺の建物とは一線を画し、未来的となっている。釜山のイメージキ

ャラクターであるカルメギ（かもめ）と海運都市釜山のイメージを合わせ、船とカモメを抽象

的にデザインして作られている。

                       （出典：プサンナビホームページなど）

2）ヒアリング結果

2）-1 展示会施設としての対応について

●設備について

・調理はできないが、水の使用は可能である

・電気設備も使用可能だが、容量が足りなければ発電機を使用している（ゲームショーなど）

・ガスは整備されていない（利用が少ない）が、必要があれば携帯ガスボンベを使用してい

る

・展示スペースは、本館（2001 年９月にオープン）は１階のみに、新館（2012 年６月にオ

ープン）は１階と３階にある

・本館の展示スペースは無柱であるが、新館１階は柱がある

・新館１階は５ｔ／㎡まで耐えられるが、３階の展示スペースは設計上３ｔ／㎡までしか耐

えられない

●言語対応について

・当初は本館のみであったため、外国人利用者が迷うことはなかったが、新館が若干離れた

場所にできた（隣接する土地に空きがなかった）ため、現在は少々不便となっている

・外国人利用者向けの案内表示は現状では足りず、2014 年に開催される ITU（テレコムア

ジア 2014）に向けてデジタルサイネージの整備を進める予定

   → ハングル語に加え、英語、日本語、中国語の４言語で対応

・放送はハングル語のみである

・開会式等では英語通訳を入れることがあるが、時間差が出てしまう
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   → 通常はハングル語のみにしている

・インフォメーションでの外国語対応は英語のみである

・例えば日本人利用者の多い展示会の場合、日本語通訳をつけることはあるが、基本的には

主催者が対応している

●環境対応について

・新館では、太陽エネルギー及び地熱エネルギーを利用しているが、規模は僅かである

・本館及び新館では、雨水を活用している

・展示場内ではカーペットを使用していない（廃棄物になるので）

・ブース設計等では木材を使用せず、再利用可能なものを用いている（ゴミ削減のため）

・レンタル品は基本的に主催者が決めるが、ゴミ削減のためのアドバイスは行っている

●コンペティターの存在（他都市・国・地域など）と当施設の強みについて

・1979 年の COEX（ソウル）のオープンがその後の各地での施設整備のきっかけとなった

   → 100％貿易協会の出資であり、政府のお金は入っていない

・その後、EXCO（テグ）や BEXCO（釜山）、KINTEX（高陽）など次々と展示場が作られ

たが、展示会に関してはそれぞれ地域や施設の特性が活かされているので競合の心配はな

い

・BEXCO の場合、海を持っているのが強みである

・COEX の場合、KINTEX が出来る前までは、KINTEX はソウル中心部から離れているた

め BtoB が中心で、一般消費者を集めやすい COEX の展示会が移るという心配をしていな

かったが、実際に KINTEX が出来ると、会場を移してそのまま戻ってこなくなった展示

会も出てきた

   → 現在 COEX は、一般向けの消費財の展示会により注力している

・展示会では競合の心配はないが、国際会議ではライバルである（済州を含め）

   → 持ち回りで行われるため、国内・海外ともに競合する（単に地域や施設の善し悪し

だけではない、目に見えない競争も存在している）

・国際的な連携も行っており、インテックス大阪ともかつては協力関係を築こうとしていた

（展示会を交互に開催することを計画）が、経営陣の交代によりなくなった

●地域との連携について

・主催展示会の開催に際して、半日は視察・観光プログラムを組むようにしている

   例）レールフェア：鉄道関連の工場見学（１時間）

     環境：エコセンターの見学（1.5 時間）

・発行枚数は僅かであるものの、新韓カードと連携した BEXCO カード（クレジット）での

利用に対して、新韓カードの優待サービスを提供している

   → レストランでの割引は行っていない

・かつてはレセプションの開催で連携していたが、外国人対応に問題が生じたため、現在は

連携しなくなった

●主催展示事業への取り組みについて

・展示会は年間 70 件程度扱っており、そのうち 17 件が BEXCO 主催である

・主なテーマ（主催以外を含む）は、モーターショー、ウエディング、ベイビーフェア（育

児）、レールフェア、環境、海洋プラント、金融、水産関係など
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   → ウエディング、ベイビーフェア（育児）については、民間のサポートを行っている

     レールフェア及び海洋プラントは規模が大きく、民間では対応できないため、

BEXCO が主催

・2001 年 9 月のオープン時、釜山に展示会主催会社（PEO：Professional Exhibition 
Organizer）は少なかったため、ソウル所在の PEO が BEXCO で主催することを期待した

が、地方での開催に疑問を持ち、BEXCO での主催は期待したようには行われなかった

                 ↓

  このままでは稼働率が下がるので、自分たちで主催するしかなかった

  その際、テーマは他地域と同じものではなく、釜山ならではのオリジナルな展示会も必要

だった

                 ↓

  現在では地元の PEO も増えてきたが、レベルはまだ低い

  そのため、月一回、PEO 参加による研究会を開催している（展示会産業の育成）

  将来的には、大きな展示会も主催できるようになってほしい

・本来であれば、主催は業界団体や協会が行うのが望ましい（日本やアメリカのように）

   → その分野の事情に詳しく、ネットワークもある（展示場では限界がある）

     どこもできない場合、展示場が関与することとなる

2）-2 人材登用について

●インターンシップの実施状況について

・インターンシップについては、３ヶ月～半年程度、大学生（釜山大学などのホテル・コン

ベンション関係の専攻者）を受け入れている

   → そのまま正社員に上がることはなく、採用試験を受けてもらう

●就職状況について

・正社員、メンテナンス、契約に分けて採用している

・正社員は、昨年までは語学力と面接で判断していたが、今年はそれに加えて筆記（経済、

問題処理能力、創造力について、論文形式で回答）も行った

・メンテナンス部門は、専門の人を雇っている

・釜山市からの出向社員は１人もいない

・CEO については、公募形式で募っており、推薦委員会で決定している

   → 現在は KOTRA の副社長クラスが CEO となっている（国際化を考えると、このよ

うな対応は必要）

2）-3 その他

●財務状況について

・BEXCO には、釜山市（40％近く）、KOTRA、現代（ヒュンダイ）の系列会社が出資して

いる

   → 現代（ヒュンダイ）の系列会社は都市開発の観点で関わっており、現在は投資回収
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済みのため権限を使うことはない

・行政からの補助金は受けておらず、運営面では黒字を確保している（利益はそれほど大き

くない）

●稼働率について

・本館は 60％、新館は 47～48％（2013 年）

・稼働率＝総使用面積／（総面積×365 日）として計算している

   → 厳しい考え方で算出している

・稼働率に対する考え方として、50％～60％で適正、60％以上だと主催者は希望通りの日程

やスペースで開催することが難しくなり、不便を感じる

●その他

・外資系の主催会社としては、ほとんどない

   → 外資系企業は韓国国内では単独で主催できないため、共催の形となる

・国内の主催会社としては、K.FAIRS などがある（KORMARINE（国際海洋・造船展示会）

などを主催）
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第 2 章 我が国における代表的な展示会及び出展企業の動向の整理

2-1 調査概要

（1）事例調査の目的

我が国の展示会産業に係る人材育成について、本年度は展示会産業の概要に関する教材（テ

キスト）の開発を目指しており、その内容の一部である「我が国の展示会産業の動向」につい

て、代表的な展示会及び展示会に積極的に出展している企業に対するヒアリング調査を実施す

ることにより、教材（テキスト）開発に資することを目的とする。

（2）調査対象とする展示会及び主催者

今回対象とした展示会及び主催者、及び出展企業は、以下のとおりである。

＜展示会及び主催者＞

①JIMTOF（日本国際工作機械見本市）：東京ビッグサイト

②東京モーターショー：日本自動車工業会

③スマートエネルギーweek：リード・エグジビジョン・ジャパン

④FOODEX JAPAN（国際食品・飲料展）：一般社団法人日本能率協会

＜出展企業＞

⑤A 社（機械、部品、金型など幅広い商品を製造するメーカー）

⑥B 社（プラスチックフィルム・シートの厚みを計測する機器メーカー）
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2-2 調査結果

2-2-1 JIMTOF（日本国際工作機械見本市）

（1）JIMTOF について

・「JIMTOF」は、(株)東京ビッグサイトが主催する展示会の中では最大であり、1996 年の

東京ビッグサイト開業時から全館を使用して行う展示会である。直近は 2012 年に開催さ

れた。

・1962 年に第１回が大阪で開催され、東京では 1964 年に「東京国際見本市」から独立する

形で開催された。その後しばらくは大阪と東京で２年おきに開催され、2000 年の第 20 回

以降は東京のみで２年ごとに開催されている（「隔年なら東京で統一したほうがいい」と

いう工業会からの希望があった）。「JIMTOF」は 50 年の長い歴史を有する展示会であり、

その間一定程度以上の規模を保ち続けている。

・東京では晴海見本市会場を使用していたが、規模の拡大とともに展示場面積が足りなくな

り 1992年には仮設館を設けることとなった。1996年の東京ビッグサイト開業後は、80,000
㎡以上を使用している。

・東京ビッグサイトの展示場面積が約 80,000 ㎡となったのは、「JIMTOF」の使用面積を考

慮したことも要因のひとつであると聞いている。

・「JIMTOF」では出展者のほかに、各国の工業団体や業界団体同士の協力ということもあ

り、14～15 カ国の団体がそれぞれブースを設け、自国のＰＲを行っている。

・「JIMTOF」の次回開催は 2014 年 10 月末で、出展締切りは 2013 年 11 月 30 日だった。1
年前に締め切ったが、その時点で既にオーバーフロー状態だった。次回も東京ビッグサイ

ト全体を使用する予定である。

・近年は、中国や韓国でも工業会関連の展示会の規模が大きくなっているが、日本は歴史に

おいては負けていない。「JIMTOF」は日本を代表する展示会である。

・課題のひとつは外国人の来場者の確保である。全体の来場者数は約 13 万人だが、外国人

割合は 10％に満たない。

（2）UFI（国際見本市連盟）認証について

・JIMTOF は晴海見本市会場の時から UFI 認証を受けた展示会として加盟している。

・「JIMTOF」の来場者数のカウントは、第 18 回（1996 年の東京ビッグサイトへの会場変

更）の時にカウント方式を変えた。関係者で議論の末、より正確におこなうべきとの判断

により実行した。

・独自の登録システムによる方式は何度か改訂したが現在でも採用している。

・海外では、カウント方法のシステム化の動きが早かった。東京ビッグサイトに登録システ

ムを導入した際には、アメリカの「IMTS」（International manufacturing technology show）

等を参考にした。

・UFI 認証には来場者数と出展者数の基準があり、どちらかの基準をクリアすることが条件

となる。

（3）欧州での国際工作機械見本市について



56

・今年９月に、ドイツ・ハノーバーで「EMO」（Exposition Mondiale de la Machine Outil）
が開催された。27 ホール全部は使用していないものの、多くのホールが使われており、工

業機械の見本市としては世界一である。

・開催期間は「JIMTOF」と同じ 6 日間（9/16～9/21）だった。比較して改めて感じたのは

東京ビッグサイトの展示面積はハノーバーと比較して 5 分の 1 以下だが、来場者数は約 14
万人程度と同等であるということだ。ちなみに「東京モーターショー2013」も同年 9 月に

開催された「フランクフルトモーターショー」と同様の 90 万人以上が来場している。東

京という都市は人を集める力は十分あるということだと思う。

・ヨーロッパの国際工作機械見本市は従来、ドイツ、フランス、イタリアにおいて２年ごと

に持ち回り開催していた。各国の工業会が主催し、「CECIMO」（欧州工作機械工業連盟）

が協力する形で行われている。ところが、フランスについては出展者数や来場者数が芳し

くないため、現在はフランスの代わりにドイツで開催されている（ドイツ→ドイツ→イタ

リアの順で開催されている）。今回（2013 年）はドイツで開催され、次回（2015 年）はイ

タリア・ミラノでの新しい会場で開催される。

・ドイツ開催の評判は良い。ドイツには大手メーカーが存在し、工作機械の生産受注額は世

界トップ３に入っている。製造業の見本市はハノーバーというドイツ北部の都市でも出展

者の集まりがいいようである。

（4）世界の国際工作機械見本市について

・主要な国際工作機械見本市（中国、欧州、アメリカ、日本）は、それぞれ２年ごとに開催

されている。中国（CIMT、４月）とヨーロッパ（EMO、９月）が同じ年に開催され、そ

の翌年はアメリカ（IMTS、９月）と日本（JIMTOF、11 月）で開催される。

・他地域の国際工作機械見本市と重ならない方が望ましいとの声も、出展企業から聞いてい

る。モーターショーでは国際的な組織があり、会期の調整も行っていると聞いている。

・中国の工業会も最近は熱心に展示会を開催しており、2014 年の２月にも開催する予定があ

る。以前南京で開催していたものだが、上海に場所を移すこととなった。その結果、2014
年２月は上海、2015 年 5 月は北京で同一工業会による機械見本市が開催されることとな

った。

・工作機械の受注額は、日本が 30 年近くトップシェアだったが、リーマンショック以降に

大きく落ち込み、現在は中国がトップとなっている。

（5）JIMTOF の特徴について

・「出展参加企業をどれだけ集められるかとどれだけ喜んでもらえるか」という営業のマーケ

ティングとプランニングであろう。基本はそれを忘れてはいけない。

・出展募集を開始すると参加者がすぐに集まる傾向にあり、出展料収入の確保という面では

安定している。

・共催者である一般社団法人日本工作機械工業会の他に協賛団体が 13 あり、全体で約 5,000
小間のうちの８割以上を各団体の会員が占めている。工作機械本体を見せるだけでなく、

工作機械を作るための周辺の機器や工具なども揃っているため、展示会の核ができあがっ

ている。
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・工作機械メーカーの場合、自らだけでなく取引先も出展しているので、出展者間の取引も

盛んに行われている。例えば、ファナックは工作機械のメーカーであると同時に、ファナ

ックのロボットシステムは他社の工作機械でも使われている（主役と脇役を同時にこなす）。

中小企業にとっては、この展示会に出ることで、来場者との商談を行うきっかけになると

同時に、大手企業とのやりとりを行うきっかけにもなっている。

（6）JIMTOF の課題について

・海外から出展誘致、来場者の呼び込みが課題と認識している。海外の展示会では工業会と

当社の主催二者が協力してメディア向けプレゼンテーションを行っており、前回のドイツ

では 60 人くらい集まった。このように、１年以上前から海外に向けた情報発信を行って

いる。

・今後はプロモーションの回数を増やそうと考えており、2014 年２月の上海での展示会にお

いて、新たに工業会と一緒にプロモーションを行う予定である。

・外国からの出展者数を増やしていきたいが、一方スペースがないという問題もある。但し、

バイヤーに関しては、幅広く来場してもらえるようにしたいと考えている。そのため、２

年のサイクルの中で計画的に対応しており、早めに現地に赴いて相談を行っている。

・アンケートで商談件数や成約額の正確な数値はとりづらい。各工業会でも取っているよう

だが、正確に掴むのは難しいと聞いている。

・「JIMTOF」では工作機械業界をあげて認知度を高め、この業界に若い人を含む幅広い層

の来場者を呼び込み、国としてこの産業を大事に育てていくという雰囲気を醸成していき

たい。その具体的な取り組みとして国際技術者会議や特別展示などの企画に取り組んでい

る。

（7）学生向け対応について

・学生向け専用プログラムについても積極的に取り組んでいる。例えば、地元に工場が多い

東海や北陸の学生を無償で招待し、業界トップ企業経営者の講演など（2012 開催の例：フ

ァナック）の企画を盛り込んでいる。

・JIMTOF では金属加工の実演も多い。出展機会が充実しているのでそれらの有効活用を模

索している。

・全般的に、製造業界は理系の学生に関心を持ってもらいたいので、積極的に学生向け対応

を行っている。JIMTOF 以外の展示会でも学生向けツアーや就活コーナーを実施する場合

も見られる。以前では考えられないことだった。

（8）搬入・搬出について

・大きな機械を扱っているため、搬入・搬出がダイナミックであることも「JIMTOF」の特

徴の一つといえる。トレーラー搬入の際の場内コントロールが大変で、これが事務局の大

きな役割の一つとなっている。いかに作業を停止させずに搬入コントロールを行うか。計

画搬入・搬出が必須である。

・「JIMTOF」の搬入期間は１週間である（ちなみに、「東京モーターショー」は 10 日間で

国内の展示会の中では最も長い）。出展者からは作業日程を十分確保するよう要望があり、
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この程度の期間の確保が必要である。

・大型機械が多いため撤収にも搬出期間（撤収）として３日間確保しているが。他展では最

終日に撤収を完了する場合が多く、搬出専用日を設けるケースは本展と東京モーターショ

ー等少なくなってきている。一方、海外では施工時間も十分確保されているようである。

・臨海副都心地区は「橋」を介して行き来する大きな島のような立地といえる。そのため交

通路の確保がより重要である。また、展示会には搬入・搬出用の作業車両の駐車場所の確

保も必要である。近年、新たに道路が整備されるとともに、数年前には東京都が行った埋

立て用地を借上げ駐車場として提供するなど、改善がみられる。

・欧米には労働組合の問題もあり搬入や搬出の期間が日本に比べると長い。１日の労働時間

や作業エリアの設定がシビアでそのため人件費がかかる。日本の場合、出展に要する交通

費や滞在費は高いが、展示会に要する人件費や付帯費用などは決して高くないとの意見も

ある。

・IMTS の会場であるシカゴでは労働コストがかさむことから会場を変更するという議論も

あったが、シカゴ市も乗り出し一部規制を緩和し会場変更にいたらなかったという。

・日本では頼んだ仕事を着実にこなしてくれる。中国・インドで展示会を開催する場合、人

件費単価は安いが、頼んだ仕事をきちんとやらない、始まる時間を守れない、などの問題

があるという話しも聞いた。

（9）新商品や新技術の発表について

・日本には世界的にもトップランクの工作機械メーカーがそろっており、「JIMTOF」で新

しいものを発表したいという意欲が旺盛である。

・日本企業の多くは海外の展示会にも出展しており、新しいものを出展するのかそれとも売

れるものを出展するのか、各地のニーズに合わせて展示内容を検討している。

（10）海外出展者・来場者の宿泊等について

・東京ビッグサイト隣接のホテルが限られることもあるが、海外の方（特に VIP）は都心（六

本木など）にも宿泊している。

・JIMTOF ではオフィシャルパートナーとして JTB グループの GMT と提携しており、ホ

テル手配、来場誘致、登録業務などを委託している。

（11）地域との連携について

・シカゴでは近隣ホテルの斡旋やシャトル送迎など全てまとめて取り扱っている。旅行会社

ではなく、宿泊施設や交通事業者などの関係者もボードメンバーとなって実施しているの

ではないか。

・我々もシカゴのようにしてみたいとも思うが、日本では自由に選べるのがいいという意見

もある。来場者は海外出張に慣れている人が多く、会員となっているホテルもあるような

ので、そこを活用するケースも少なくない。

・ハノーバーなどドイツの場合は、取れるときに取るという「レベニュー・マネジメント」

が進んでいる。メッセ開催期間には 1 泊 50,000 円以上に跳ね上がる場合がある。日本の

ホテルでも繁忙期にそのようなことを行うところはあるが、メッセレートを設定すると利
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用者の反発を受ける。

・当社が交通機関などと連携する場合は、東京モーターショー開催時に臨海副都心のまちづ

くり協議会に専門部会を設置してもらった例などがある。

・ドイツの展示会では、来場者の交通費が無料になるなどの措置を施している。東京の場合

各交通機関は独立採算で単に無料にするというわけにはいかない。ただし、集客の多いイ

ベントの際には増便対応するなどの協力がある。

・TCVB（東京観光財団）では、周辺のレストラン施設を掲載したクーポン冊子を作成した

ことがあり、JIMTOF でも、会場案内図とともに近隣のレストラン施設の情報なども配布

している。

（12）展示会開催後について

・精算業務が大変である。例えば、電気の使用料は数億円単位にものぼる。

・出展者へのアンケートは、事務局（当社）とともに、各工業会も実施している。その後、

反省会を開催し、関係者の声を聞く。

・以上を踏まえて結果報告書を作成し、省庁に報告を行っている。

・その後、次回開催に向けて、出展募集、セミナーカンファレンス、運営準備、開会式企画

などの準備作業を行う。

・毎回同じ内容のことをやっているだけではなくトレンドを把握したうえで何を訴えるかを

考える。

・業界団体のイベントの場合、開会式や式典、レセプションなど、セレモニーも大事になる

ので、関係省庁との事前の打ち合わせ準備も念入りに行う。

・JIMTOF の場合、秋開催に対して前年７月末の段階で出展案内、記者発表、リリースなど

を行い、オープンにする。それまでに、コンセプトや入場料、出展料などを決定する必要

がある。

（13）JIMTOF の効果について

・経済波及効果や来場効果などは、展示会期間のみで決まるとは限らない。それまでの営業

活動も影響する。主要なメーカーに成約数等を聞き、それらから算出することにより、「推

計」として展示会効果を公表しているというところもあると聞いた。

・「JIMTOF」が終わったあとで、「アフターJIMTOF」というのを行っている出展者もある。

展示会後にメーカーがバイヤーの囲い込みを行い、見込みのある顧客をリストアップして

開催する。こうした囲い込みまで含めて、「JIMTOF」が一貫した展示会になっていると

いう捉え方もある。

・自社でプライベートセミナー等を実施できるのは、ある程度の規模や力のある企業だけで

ある。中小企業の場合、自分たちだけでは難しく、展示会に出展する効果は大きいと思う。

（14）JIMTOF の臨場感・ワクワク感について

・ここ２～３回ぐらい、学生を集めたイベントを工業会で実施している。前回は、イベント

への参加をきっかけに工作メーカーに就職した女子学生にプレゼンをしてもらった。この

ような事例は他にも見つけられるかもしれない。
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・矢ケ崎先生に提供したビデオは、JIMTOF 施工から搬出までの時間を数分に集約されてい

る。何もない空間から、大型機械が搬入されブースがデザインされてできあがってくる様

子を大規模にみせるという空間創造のビデオは、ほかにはない。また、大きなトレーラー

が次々に入ってくる様子からは、迫力ある臨場感が伝わる。

（15）その他

・製造業（金型）など、今でも東京と大阪で交互に開催する展示会はいくつかある。

・工作機械の需要は、10 年前だと国内と海外が半々くらいだったが、今は３：７で海外が多

くなっている。そのため、他業界と同様に、従来にも増して海外に注目し、海外出展に熱

心に取り組んでいる企業が増えている。

2-2-2 東京モーターショー

（1）東京モーターショーについて

・1954 年に「全日本自動車ショウ」としてスタート。1964 年の第 11 回から名称が「東京

モーターショー」となった。現在は２年ごとに開催している。

・第 41 回（2009 年）までは幕張メッセで開催していたが、第 42 回（2011 年）から東京ビ

ッグサイトに会場を移した。

・段取りとしては、会場確保が優先され、４年前から会場手配を行う。それ以外については、

東京モーターショー終了時から次回ショーの手続きを進める。

   例）次回（第 44 回、2015 年秋に開催）に向けたスケジュール

      2014 年１～２月  第 43 回（2013 年秋）の課題整理

          ４月   第 44 回の概要発表（会期、場所など）

          ５～８月 出展募集に向けた規程の作成等

               部会、委員会等にて協議（入場料、出展料など）

          ９月   出展募集の開始（テーマ発表など）

      2015 年１月    出展募集の締切

          春    小間割の決定

          秋    会場設営

          開催日  第 44 回東京モーターショーの開催

・２年前には開催場所は決まっているが、出展料・入場料などを部会・委員会組織に諮り、

承認を得てから出展募集を開始する。
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   ●８つの分科会（乗用、商用、二輪、部品、企画、広報、ファン拡大、

    Smart Mobility City）：メーカーの課長級

     ↓

   ●総合部会：メーカーの部長級

     ↓

   ●東京モーターショー運営会議：自工会会員メーカー＋共催団体の

東京モーターショー担当役員級

(＊ここまでは自工会の外に設置された会議体)
     ↓

   ●常任委員会：自工会担当役員級

     ↓

   ●理事会：メーカー社長級

・出展募集の締切時（２月）では出展意思が確定しない出展者があるため、実際に出展者が

確定するのは春頃になる。

・東京ビッグサイトは稼働率が高いため、東京モーターショーの場合、12 日間の開催期間で

搬入・撤去を含めると、３週間確保する必要があるため、４年前には仮押さえを行なって

いる。

・各社のブースについては、車両メーカーはスペース（場所）渡し、部品メーカーは基礎小

間が基本単位となる（一部スペース渡しも有り）。車両メーカーは展示方法やコンセプト

を重視しており、小間割後の装飾は各社で実施する。部品メーカーはバックパネル程度の

基礎を提供し、その後の装飾は各社で実施する。BtoB の展示会でよく見られるようなパ

ッケージ小間は採用していない。

・装飾等に関する規程（展示規程）を出展者に順守するように要請している。例えば、高さ

制限、２階建ての場合のルール、危険物の持ち込み、エンジン始動時の制限など、基礎的

な部分についてルールを取り決めている。それを基に、各社が独自に装飾を行う。

・東京モーターショーはメインテーマが設定される（2013 年は「世界にまだない未来を競え」）。

各社は、メインテーマとは別に各々のテーマに基づいてブース設計・装飾を行う。あくま

でもメーカーが主体的に行う。

・ブース面積は各社の戦略により申込を行い、配置及び面積を事務局で調整するが、東京ビ

ッグサイトは西展示棟と東展示棟に分かれているので、工夫が必要である。集客力のある

出展者を西展示棟に配置することより、来場者の分散化を図り、また東展示棟と西展示棟

の出展者を基本的に入れ替えることで、公平性に配慮している。なお、出展の場所による

料金差はない。

・商用車部門と乗用車部門は分けている。商用車が配置される東１ホールに隣接し、屋外に

車体部門の展示場を設けており、これらのエリアを商用車部門で集中させた配置としてい

る。但し、一部の出展者ではアライアンス重視の視点から、乗用車と商用車のブースを隣

接させる例もある。

・乗用車・商用車・二輪車部門の小間配置を決定後、部品部門の配置を決定する。但し、ホ

ンダとスズキの場合は四輪車と二輪車の共同展示を実施している。出展者からは、両者を

一緒に展示することにより、普段は二輪車しか乗らない人が四輪車も目にするなどの相乗
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効果も得られるとの意見もある。来場者視点からは四輪車と二輪車を分けた方が良いと考

えるが、出展者のニーズを尊重している。

・第 43 回ショー（2013 年）ではホンダは西展示棟に配置されたが、西展示棟に二輪車のブ

ランドが１社のみの単独配置では困るとの意見があり、ヤマハも西展示棟に配置された。

また、東展示棟には、スズキ、カワサキ、KTM、BMW が配置された。

（2）東京モーターショーの特徴について

・BtoC の展示会では、来場者の多くが一般来場者のため、楽しめるステージの演出など BtoB
とは異なる対応をしている。例えば、BtoB の展示会では通常、展示棟の中に入場ゲート

を作るが、東京モーターショーでは展示棟外に入場ゲートを設けることにより、展示会場

全体が「ショーの場」であることを明確に示すようにしている。また、西展示棟のアトリ

ウムではステージイベントや、隣接した屋外展示場では乗用車や二輪車の試乗会も行って

いる。

・前回第 42 回ショー（2011 年）に引続き、お台場エリアにあるフジテレビの協力により、

会場で展開した食の祭典「ワールドフードカップ」を開催した。TV 媒体を通じて全国的

に告知して行くとの判断により、前回に続き今回も協力を頂いた。

・今回は、東京モーターショーの PR アンバサダーとして「車家の人々」を設定し、情報番

組等で東京モーターショーの PR に努めて貰った。

・試乗会などの体験イベントを実施することにより、付加価値が高まり、来場者増につなが

ることが期待される。

・入場料 1,500 円はそれほど高くないだろう。いくつかのイベントはスポンサーフィーで実

施している。来場者向けイベントは人気のある乗用車や二輪車の試乗会等、ここ数回継続

して実施しているものもあるが、新たな来場者向けイベントは、参加者の反応など見極め

て、内容の刷新等を行っている。

（3）東京モーターショーの課題について

・土日の来場者数は 10 万人を超えており、東京ビッグサイトのキャパシティの限界に近い。

そのため、来場者数が６～８万人台の平日の来場促進が課題である。

・入場制限は行っていないが、東京駅からの無料シャトルバス（直行便）に乗れないという

問題が発生した。第 43 回ショー（2013 年）ではこの無料シャトルバスを、前回第 42 回

ショー（2011 年）では 10 分間隔の発着を５分間隔に改善したが、それでも捌ききれなか

った。また、通常でも集客力のあるお台場エリアでは、週末には交通渋滞も一部見られた

が、第 42 回ショー（2011 年）の経験も踏まえ、適切な交通対策により混乱は無かった。

・根本的に、東京ビッグサイトで東京モーターショーを行うには面積が十分とは言えないが、

「ちょっと見に行ってみよう」という人にとっては、幕張メッセよりも東京ビッグサイト

の方が便利である。

（4）宿泊手配等について

・海外からの来場者への対応については、オフィシャルトラベルエージェンシーとして JTB
グループに委託している。出展者向けの手配がメインであるが、出展者は基本的に独自で
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手配することが多い。また、出展各社のスタッフも幕張メッセであれば宿泊が伴うが、東

京ビッグサイトは会社オフィスから通勤可能な距離なので宿泊しないことも多い。また、

プレスなども宿泊しないケースが多い。海外からの来場者については、独自でホテルを予

約する方が多いようである。

（5）外国語対応について

・外国語対応として、各インフォメーションブースに通訳（英語）を配置している。パンフ

レットは日・英・中・韓を用意しているが、会場内のサインは日・英のみである。

（6）商談について

・出展規程上、各社のブースで商談することを禁止していない。（但し、よくアジアのモータ

ーショーにあるような、展示車両に「Sold Out」という表示をすることは禁止している。）

海外の出展者は商談スペースを設置し、そこで商談を行っている。２階建てのブースの２

階にラウンジや商談コーナーを設置する出展者もある。しかしながら、外部から見てわか

らないようなブースが多い。

（7）搬入・搬出について

・搬入・搬出は大変な作業である。東京モーターショーは搬入に１週間、搬出に３日間を要

し、他の展示会に比べて期間が長い。それでも海外に比べると短いので、海外は会場使用

に余裕があり、また会場借用料が安いということだろう。

・全体の搬入出計画を立てた上で、車両メーカーのスケジュールを事前確認し、使用する搬

入出口を指定する等、計画搬入及び計画搬出を実施している。特に搬出の際には最初に出

展車両を搬出した上でブースの解体を行う等、こうした交通整理は、事務局の重要な役割

である。

（8）展示会終了後の対応について

・報告書の作成は、評価と課題を精査した上で作成するため、３～４ヶ月を要する（２～３

月に完成する）。

・精算業務について、各メーカーが使う電気代などは規程に従って精算している。その集金・

精算作業には膨大な労力がかかるため、実際の作業は東京ビッグサイトに業務委託してい

る。

（9）入場者のカウントについて

・入場者数は入場ゲートのカウント数を基に推計している。90 万人の来場者数のうち、チケ

ット販売は 80 万枚以上で、その他は招待客として扱っている。再入場のカウントも行う

ので、延べ人数として発表している。

（10）東京モーターショーの臨場感・ワクワク感について

・東京モーターショーのワクワク感は、新しい車やここでしか見られないような車が見られ

ることで感じられる。ワールドプレミアは、今回（2013 年）は 76 台だった（前回は 53
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台）。展示内容の充実も重要だ。

・来場者に対するアンケート調査を実施している。満足度やどんなものに興味があるかなど

を聞いている。コンセプトカーに興味がある、あるいはもうすぐ市販される車をチェック

しに来た等の傾向がわかる。

（11）その他

・自工会のモーターショー室は７名体制である。出展者対応などの作業については、東京ビ

ッグサイトへ業務委託している。

・担当者の配置転換は適宜行われている。東京モーターショーの全体を包括するような運営

マニュアルはないが、休催年を含む 2 年間のマスタースケジュールを作成し、それに従っ

て開催準備を進めて行く。また、詳細な実施報告書を毎回ショー終了後にまとめるので、

それが一つの指針になっている。また、各担当者の引継書のようなものはある。

2-2-3 スマートエネルギーweek
（1）スマートエネルギーweek について

・「スマートエネルギーweek」は、「水素・燃料電池展（FC EXPO）」、「太陽電池展（PV EXPO）」、

「二次電池展（バッテリー ジャパン）」、「太陽光発電システム施工展」、「加工技術展（エ

ネテック ジャパン）」、「スマートグリッド EXPO」、「エコハウス＆エコビルディング

EXPO」、「風力発電展（WIND EXPO）」で構成されている、当社主催で一番規模の大きい

展示会である。学生にとってもワクワク感が得られるエキサイティングな展示会といえる。

出展募集案内のほか、招待券も提供できる。

・本展示会は、「展示会統計に係る第三者認証制度」 による認証展示会第８号を取得してい

る。当社主催の展示会ではほかにも、「Japan IT Week」「日本ものづくりワールド」など、

認証を取得している展示会はある。

（2）展示会への取り組みについて

・展示会によって取り組み内容が大きく変わることはない。展示会は雑誌制作と似ている。

例えば、40 代の女性向けファッション誌を出版する場合、ヒアリング調査や市場調査を実

施し、可能性があれば企画書を作成する。展示会もこれと同じであり、新しいテーマの場

合、１年半前くらいから準備を始める。まず、ヒアリング調査や市場調査を行い、市場性

があれば企画書を作成する。その後、展示会に関係する業界のトップに協力を要請する。

そして、展示会開催を発表し、出展者募集を行う。これは雑誌で言えば広告集めに該当す

る。それから来場者募集を始める。これは雑誌で言えば読者集めに相当し、読者は広告主

の商品の顧客となる。

・展示会テーマによっては、来場者を集めるための仕掛けが異なる場合がある。例えば、技

術系の展示会の場合、セミナーを併催することが多い。企業の上層部は、展示会開催とい

うだけではなかなか来場しづらいため、セミナーなどを併催し勉強要素を加えることによ

り来場促進を図る。一方、消費財の場合はセミナーを行うこともあるが、イベントを併催

することもある。

・市場調査の方法は、技術系・消費財系ともほぼ同様である。新しいテーマの場合、まずは
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業界関係者数人にヒアリングを行い、業界のニーズを掴む。また、出展者となる人にも意

見を聞く。このようなフィールディング調査を 3 カ月くらいかけて行う。

・継続開催の展示会については、展示会終了後に出展者を訪れて話を聞いたり、アンケート

調査を実施するなどして意見を集め、それを分析したうえで次回の内容を検討する。「展示

会は生き物」なので、常に最新のニーズを把握し反映させることが大事である。同じこと

をやっていては展示会は発展しない。

・新しいテーマの展示会の場合、フィールディング調査が重要である。一方、継続している

展示会については、出展者の意見を聞くことに加え、出展していない企業にもヒアリング

することが大事である（大手 A 企業は出展しているのに、大手 B 企業が出展していないの

はなぜか、など）。雑誌制作では発刊後にモディフィケーションを行っており、展示会も同

様の対応が必要である。

・展示会開催に向けて行っている取り組みは、一般的な企業活動（製造業の場合、マーケテ

ィング→企画書作成→製造→販売）と同じである。これは、あらゆる産業にみられる鉄則

である。展示会を開催するためには泥臭い労力が必要であり、愚直にそれを行っているだ

けである。マーケティング（机：企画力）とフィールディング（足：行動力）が必要であ

り、特に「足で稼ぐ」ということを忘れてはいけない。

・主催者にとってのお客様は出展者である。出展者が満足しているかどうかが重要であり、

足しげく通って意見を聞くことが大事である。もちろん、来場者が多く集まるための努力

も行う必要がある。

（3）リード社主催の展示会について

・当社の展示会はすべて招待制となっており、関係のない一般の人は入場できない。

・展示会それぞれにコンセプトがあり、出展者及び来場者はそのコンセプトに合ったもので

なければならない。展示会はマッチングさせること（＝商売につながること）が目的であ

り、展示会はお祭りではなく、また展示会を開催することも目的ではない。あくまでも、

ビジネスをマッチングさせることが目的である。

・コマ配置については、計画を立てたうえで決定している。コマ配置を抽選で決めるところ

もあるようだが、当社主催の展示会では当社（主催者）が決め、出展者に提示している。

主催者は中立の立場でなければならないため、配置箇所（東京ビッグサイトの場合は東展

示場と西展示場）による料金差は設けておらず、同じ面積であれば同一の料金としている。

・展示会の会期については、宝飾展は４日間だが、基本的には３日間としている。搬入期間

は２日間で、搬出は最終日に完了させる。

・通訳については、インフォメーションカウンターなどの通訳対応は主催者側で行っている

が、出展者側の要請に対しては、紹介は行うものの、実際の手配は出展者の責任で行って

もらっている。特別招待のバイヤーに対する通訳については、専用カウンターを設置し、

要望に応じてアテンド手配を行っている（常に帯同しているわけではない）。

・来場者からの問い合わせについては、全て主催者が対応している。インフォメーションカ

ウンターに持ち込まれる案件は多岐にわたるものの、多くは探している製品やブースの問

い合わせである。BtoB の場合、来場者は対象を絞っているので、問い合わせ件数はそれ

ほど多くない。



66

・新しいテーマの展示会については、他社では「ビジネスディベロップメント」という部署

を設けて開発するところもあるが、当社ではスタッフが自由に発案できる環境を設けてい

る。年間 50 本前後の提案が出され、会場手配や人員配置等の理由で断念されたものを除

くと、実現に至るのは 10 本前後となっている。近年では、そのうちの２～３本が大阪や

幕張など東京以外の地域で展開している。

・スタッフに発案の機会を与えているのは、このビジネスを目指す人の多くが起業家精神旺

盛であり、新しい展示会を作りたいという希望をもって入ってきているからである。雑誌

についても同様で、雑誌社を志望する人も「世に問う雑誌を作りたい」という理由が多い。

（4）展示会における課題等について

・海外では会場側と５年や 10 年などの長期契約を交わすところもあるが、日本では長期間

にわたり会場をおさえることができないので、長期契約はできない。会場確保は１年前に

ならないと確定しない（最近では、インテックス大阪が２年契約を導入し始めた）。これは

日本の展示会の課題といえる。

・中小企業では、新製品の発表や新規契約、商売を行う重要な場として、営業計画の中に展

示会出展を含めているところが多い。

・東日本大震災直後の 2011 年４月に予定されていた展示会についても、自粛ムードが漂う

中、出展者からは「中止しないでほしい」という声が多く聞かれ、特に被災地の中小企業

からも開催要望があったため、開催を決定したという経緯がある。このように、展示会が

中小企業に与える影響は大きい。

・大きな課題として、人材の不足がある。ソフト産業は人が大事で、展示会産業においても

個人の発想力・創造力が発展のカギを握る。例えば、「スマートエネルギーweek」は同社

のスタッフが発案したものであり、「国際宝飾展」は石積社長が発案した。そのため、今回

の経産省の人材育成の調査事業については、大いに期待している。

・BtoB の展示会の場合、会場を取りたい時期がある程度決まっている。基本的には、正月

やお盆は休業となる企業が多いので、それ以外の時期に集中する。特に、春や秋のファッ

ション関係の展示会が開催される時期などは、確保するのが難しい。

・海外では展示会の開催時期に、地域外から来た人の数（すなわち宿泊者数）を用いて KPI
（key performance indicator：重要業績評価指標）を算出する。地域外の人がその地域に

お金を落とすことにより、地元の人の生活が潤う。

・地方で展示会を開催する場合、東京と同じテーマや全く新しいテーマなど様々なパターン

が考えられる。

・展示会場の利便性という点も重要である。例えば、インテックス大阪で開催する展示会で

は、開催期間におけるバスなどの交通アクセスの改善策の検討を行っている。

2-2-4 FOODEX JAPAN （国際食品・飲料展）

（1）FOODEX JAPAN の概要について

・「FOODEX JAPAN」は、プロが集まる BtoB の展示会である。出展者である食品・飲料・

農水産品のメーカー・販売の人が、来場者であるバイヤーと商談をしてもらう場となって

いる。
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・「FOODEX JAPAN 」は 1975 年まで「国際ホテル・レストラン・ショー」の一部として

開催していたが、1976 年に独立する形で第１回が開催された。しばらくは晴海見本市会場

を使用していたが、1989 年の幕張メッセ施設運用開始にあわせて幕張メッセに移転した。

現在は幕張メッセの１～８ホールを使用するまでの規模となっており、展示規模として、

子供（FOODEX JAPAN）が親（国際ホテル・レストラン・ショー）を超えている。第１

回開催時から、イギリスやアメリカなどの海外出展者があった。

・我が国の食品分野の展示会としては最も国際化が進んでいるという点が特徴的である。

2013 年の出展者数は、日本国内からが 1,036 社であったのに対し、海外からは 1,508 社で

あり、全体の６割以上を海外からの出展者が占めた。来場登録者数についても、全体 71,536
人のうち、１割以上の 7,568 人が海外からの来場者で、特に、アジアからの来場者がその

うち約 7 割を占めており、「アジアの FOODEX」として世界に認知されている。

・日本で行われている展示会であるものの、ベトナムからの出展者がウクライナの商社（来

場者）と契約するなど、海外企業同士の商談も行われている。

・海外出展者の内訳をみると、ヨーロッパ地域からが最も多く、海外出展者の４割を占めて

いる。日本だけでなく韓国、中国、台湾にも売ることができるため、遠方からも訪れてい

る。アジアはヨーロッパに次いで出展が多く、日本への売り込み意欲が高い。

・日本では、高付加価値の食品が売れやすい（質を重視する）。そのため、ヨーロッパからも

出展者が参加すると捉えている。

（2）FOODEX JAPAN の理念と活動方針

・本展示会の使命、ミッションは、①商談機会の創出（偶然ではなく必然の商談の場をつく

る）、②国内販路の開拓、③海外販路の開拓、の３点であり、③は輸出促進に該当する。

会場には、輸出を促進するコーナー「Made in/by Japan」を設置している。

・日本の食品関連産業の振興、輸出振興という観点からすると、日本の食品を国内外のバイ

ヤーに買い付けてもらっていることで有効に機能している。

・本展示会では、近年、輸出促進サポートに最も力を注いでいる。

（3）FOODEX JAPAN の準備や対応について

・ブースは基本的に展示スペースでの提供となるが、一部展示ブース設備を含むパッケージ

提供もある。料金は面積単位で計算され、ホールの違いによる料金差はない。

・出展者全体の約４割が日本企業であるが、これは奇しくも日本の食料自給率とほぼ同じで

ある。

・事務局として現在は、出展者と来場者のマッチングに力を入れている。食品業界の展示会

で大規模なマッチングを初めて導入したのは本展示会である。

・2013 年の国内バイヤーによる事前マッチングは 816 件、海外バイヤーによるマッチング

は 861 件で、いずれも増加傾向にある（もちろん各出展ブースでは無数の相談が行われて

いる）。バイヤーのニーズを聞いたうえで、専用の商談ブースにて商談が行えるような機

会を提供している。これが海外からも本展示会に来場したくなる理由の一つとなっている。

・数は少ないが、海外企業同士のマッチングも行っている。日本の商品を知りたいに加えて

ヨーロッパやアジアの商品も知りたいという来場者もいる。各国の食品トレンドがみられ
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るのも本展示会の特徴といえる。

・当協会は経営指導の団体であり、食品の専門・業界専門組織ではない（会員の中には食品

関連の企業もいる）。従い、本展示会のために開催される企画委員会において、食品関連

の企業から経営課題や販売戦略、注目すべき最新のトピックスなどを聞き、それを展示会

に反映させている。これも事務局の重要任務の一つである。

・30 年くらいの推移でみると、日本人のライフスタイルは大きく変化し、日本の食文化や食

生活も移り変わっている。これにあわせ、食品産業の構造も変化し、より輸入品に頼るよ

うになってきた。牛肉や乳製品など、欧米等からの出展者や商品も増えてきた。グローバ

ルマーケティングの必要性は一層高まっている。

・本展示会には各出展国の大使も訪れ、食を通じた交流の場となっている。自国の食品産業

に関する情報を発信してもらっている。

・会場の手配は３年前から行っており、その他の手続きは展示会終了後から始まる。国内向

けには、基本的に 15 か月前までには概要が決められ、12 か月前に発表し出展者を募集す

る。しかし、海外向けには、海外企業の出展調整には最低 18 か月くらい要するため、実

質的には２年前から取り組みを始めている。

・アメリカ合衆国の出展を例にとると、米国農務省や各州、各関係機関の協力を得ながら、

マーケティング提案を行ったり出展提案を行ってきたりした経緯がある。アメリカ合衆国

以外の海外各国についても、毎年、日本から事務局員が直接、提案説明に出向いている。

・海外で実施している出展促進のためのセミナー等においては、本展示会の参加のために、

商品の店頭でのパッケージングやその色づかいといった日本の市場の実情を伝えたり、日

本人にも受け入れられる商品づくりのヒントや市場店頭の状況などの情報提供をしたり

するまで行う場合もある。

・５年ほど前から、海外出展者の展示ブースに対して、第三者調査を行っている。商品内容

やブース対応等を客観的にチェックして出展者にフィードバック報告している。これを始

めたきっかけは、以前に海外出展社の一部から、「本展示会に出展しても売れない」とい

う声があがったことがきっかけ。そこで、その原因を主催事務局にて調べた結果、出展者

自身の準備不足や対応、出展製品選び等に問題があり、出展の際のミスマッチをなくすこ

との必要性があることが判明した。それ以降、毎回調査を行っており、商品のラインナッ

プ向上やブース構成・展開内容のレベルアップなどについて、必要に応じてフィードバッ

クや助言を行っている。出展者側にとっても、日本で売りたいという思いが強いので、指

摘に沿った改善を図る傾向がみられる。

・本展示会では、数よりも質を重視する。マッチメーキング、すなわち、売手と買手を確実

につなぐことを推進し、商取引につなげることが一番の目的であり、質を重視している。

そのために展示会には意思決定者に来てもらうように努めている。

・本展示会の専任担当は６名であり、その他に兼任者も関わり多くのプロセスと関係する人々

をリードしている。国内外向けの企画から営業・運営まで幅広く展示会プロジェクト活動

全体を統括している。

・日本の食品業界の関係者は、ドイツで行われる主要な食品関連の展示会（ケルン・メッセ

の「アヌーガ」）等世界で行われる展示会を訪問視察し、情報収集を積極的に行っている。

・海外オフィスを有する主催者（ドイツの各メッセ主催者など）も多いが、当協会の場合は
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有していない。海外の展示会においてインフォメーションブースなどを共有させてもらう

場合がある。

（4）FOODEX JAPAN の近年の企画プロデュースについて

・食品業界のニーズや課題解決型の志向での企画実施に注力している。

・「美食女子」は、昨年（2012 年）から開始したイベントである。研究機関の調査によると、

一般的に食品のこれからのターゲット層は、①60～70 代を中心とするシニア層、②20～
30 代を中心とした若い女性、との結果が導き出された。しかし、こうしたターゲット層に

どのように訴求したらいいか分からないという声が多かった。特に、女性に受け入れられ

るためのアピールが課題となった。

・約 75,000 人の来場者のうち、女性の来場者はおおよそ四分の一にとどまっている。しか

し、実際の食品業界を取り巻く状況では、実際の買い手（店頭購入者）の８割以上が女性

というデータもある。

  顧客は圧倒的に女性が多いのに、展示会に集まるバイヤーは男性が多い。小売店のバイヤ

ー比率も男性バイヤーが８～９割を占めており、バイヤー自身も「本来であれば女性が買

うものを男性バイヤーが決めていいのか」という指摘をしている。

・こうした事柄を踏まえて、「本展示会において女性に買ってもらえる商品を取上げたらいい

のではないか」という考えに至り、「FOODEX 美食女子」と名付け、賞の授与も企画に含

めてプログラムを実施した。受賞したあるスーパーが手がけるノンアルコールワインが受

賞後、前年比 25％増の売り上げとなった。

・一般消費者は「FOODEX JAPAN」を知らないので、展示会の認知度を高めるという点で、

「食品」の商品特性を考慮して、この企画の効果を活用したいと考えている。

  「FOODEX 美食女子」という言葉を知ってもらうだけでは内容の理解が難しいので、今

後は、女性誌とのタイアップなどもアイデア検討対象になるだろう。

・東京ガールズコレクションのような IT を活用した購買行動なども参考になるだろう。

・展示会の認知という点で、来場者以外の人にも知ってもらいたいと考え、フェイスブック

を始めたが、まだ、必ずしも思うように機能してはいない。ブース案内としては機能して

いるが、サイトを通して食を伝えることは難しい。但し、ネットとリアルを融合させてい

くことが展開上のトレンドであるのは間違いないため、今後どのように展開していくかが

課題といえる。

（5）来場者数の把握について

・「FOODEX JAPAN」は UFI 認証を取得している。来場登録者数は１日１回として数え（日

単位）ている。以前は期間中１回（期間単位）の登録数えあげとしていたが、６年前に変

更した。その理由は、バイヤーのみの入場に徹底するためである。

  出展者が歓迎しない食品サンプル目当ての来場者にご遠慮いただいたり、チケットの使い

まわしを避ける必要もあった。当日以外は使えないようにしている。

・正確な来場者数の把握のため、2003 年～2004 年にかけて、名前入りの入場券を発行した

ことがある。しかし、当時はコンピュータによる管理システム等十分発達しておらず管理

プロセスが複雑になりすぎることから現在は行っていない。海外の展示場に設置例のある、
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自動改札システムがあれば主催者の運営管理に負荷がかからずに対応できるのだが。

（6）FOODEX JAPAN の課題認識と取組みについて

・食品業界・市場のニーズをとらえた企画、運営を行うことが常に課題である。30 年以上の

長期にわたり開催しており、マンネリ化をさせない新しい企画を取り上げ続けることを課

題としている。見せ方、やり方、テーマなども常に最新にする必要があり、そのためには、

出展者へのヒアリングの回数を増やし、委員会の下に専門分野（卸など）の WG を立ち上

げて検討することに注力している。

・現状、幕張メッセの 1～8 ホールを一体的に会場使用しているが、来場者の参観導線を考

慮すると拡張が難しいととらえている。会場構成は展示会にとって重要な要素である。

・会場構成レイアウトに示されているとおり、海外出展者ゾーンは１～５ホールとなってい

る。 展示構成上、様々な事情から、従来は地域性が混在した状態になっており、バイヤ

ーにとって分かりづらいという意見が多かったが、２年にわたる時間をかけて改善して、

次回からゾーン配置を大幅に変えることとなった。具体的には、アジア、北米、ヨーロッ

パそれぞれのゾーンを設ける予定である。

（7）展示会主催者の動向について

・当協会も含めて、日本の主催者がグローバルプレイヤーになるのは相当の努力を要するだ

ろう。展示会においてもグローバル競争は激烈である。ヨーロッパ系の主催者はすでにグ

ローバルプレイヤーになっており、海外マーケティングをしっかり行っている。また、こ

の 10 年くらいで展示会主催会社の M&A が進み、コングロマリット化している。これに

対して、アジア発のプレイヤーのグローバル化は欧米に対して後じんを拝しており、容易

なことではないと思われる。

・海外では、展示会産業における女性の就労人口が多い。日本や韓国は今後、女性の比率が

一層高まると思う。展示会主催の仕事は、出展者・来場者プロモーションや広報をはじめ

とした女性に適した仕事内容だと思われる。今後は我が国においてもこの分野での女性の

更なる活躍が期待される。

（8）一般社団法人日本能率協会（JMA）について

・当協会は維持会員で成り立つマネジメント団体であり、会員は幅広い業種に及んでいる。

○○○工業会といった同業の会員からなる共益団体と性格を異にしている。展示会主催者

には株式会社による専門の事業会社も存在する。特徴のあるそれぞれのオーガナイザーが

主催する展示会は、それぞれ特色が異なる。

・当協会が主催する展示会のメリットは、業種を超えた横のつながりを作ることができるこ

とだろう。例えば、業界団体が主催する場合、その業界で完結してしまうことが多いだろ

う。これに対し、当協会が主催する展示会の場合、業界の枠を超えた異業種を開拓したり、

つながりをつけたりすることにより、新たな発展につながる可能性が拡がる。異業種をつ

なぐ接着剤の役割を担える、言いかえれば、横串の関係づくりを担えるのが、当協会の特

徴の一つである。

・横串の関係づくりができるのには、当協会の成り立ち、沿革に根ざしている。当協会は経



71

営改革の推進を活動ドメインとして活動してきた歴史がある。現在は約 10 の産業クラス

ターを対象に、産業振興のための効果的な経営資源としての展示会を提供するという役割

を果たしている。企業や組織体にとってのマーケティング支援、技術交流、技術イノベー

ション支援などの社会的装置としての役割を担っており、中立的で広範囲な活動を行って

いる。

2-2-5 A 社

（1）展示会の活用の考え方について

・展示会への出展は約 40 年前から始めた。展示会の重要性を認識している。

・大きい展示会は、年間で国内５件、海外４件に出展している。小さい展示会では、国内の

地方を中心に 10 件ぐらい出展している。国内の大きな展示会は東京が中心で、地方は福

岡、高知、仙台などの展示会や小規模なミニ展示会に出展している。

・大阪では１～２回くらい出展している。大阪では、展示会自体が少なくなっている。

・地方の小さい展示会は、大手商社が主催するケースが多い。大きな展示会を見に行くこと

は難しいが、新しいものを見たいと思う参加者や、地元の零細企業などがお客さんとして

来られるので、出展の効果はある。大きな展示会のように、不特定多数の方が来て初めて

商談するというのではなく、主催者側がお付き合いのあるお客さんを連れてくるので、大

手の展示会とは毛色が違う。

・小さな展示会でも契約に至ることはある。ただ、年間どのくらいの契約件数になっている

のかは明確には分からない。

・展示会で当社の製品をみて、後日申し込みされることもある。当社の製品は、数千万円～

数億円の大きな機械から、１個数百円の部品まで扱っているので、目的に応じて展示会を

使い分けている。流通在庫として流れていくような製品は、業界向けの宣伝と位置づけて

おり、実際に販売がどの程度伸びたのかは分かりにくい。

・機械については、引き合いをいただいてから１年後なり半年後なりに正式に成約・受注に

結びつくケースが多い。展示会に出したことでいくらの売り上げに貢献したかというのは

把握しにくいのだが、少なくとも、年間１億円単位での契約にはつながっているはずだ。

たまに、出会い頭に非常に大きな契約に結びつくこともある。

・出展費用は相応にかかるが、十分ペイできていると思う。

（2）展示会の効果について

・広告宣伝を大幅に減らした年がある。その翌年は大丈夫だったが、２～３年後からじわじ

わと売り上げが減少してきた。その時に、広告宣伝の大切さを認識した。

・展示会以外の営業活動も行っているが、３～４日の中であれだけ多くの人が訪れ、相応の

商談ができるというのは、簡単なことではない。

・日常の営業活動と異なり、展示会に出ることにより、全く知らなかったお客さんとも知り

合うきっかけになるし、全く取引がなかったお客さんからも、展示会後にインターネット

で検索されて問い合わせが来る場合がある。

・展示会の効果は 1 年間有効というわけではないが、展示会終了後しばらくは継続している。

継続的に出展することで、潜在的に続く効果があると思う。
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・また、宣伝だけの効果ではない。展示する商品が、我々の想像と違う業界への転用につな

がることもある。ある業界向けに作った商品に対し、違う業界の人から「お客さんがこう

いうところで困っているのでどうにかならないか」と相談受けることもあり、その業界に

役立ち、販売につながることもある。

・海外の展示会にも出展しているため、海外のお客さんからの問い合わせも多い。

・当社は製品の種類が多く、「何屋さんですか」と言われるほど様々な業界とのお付き合いが

ある（自動車、半導体、印刷業界など）。

・新商品の開発において、商機やニーズを掴む最も良い方法としては、お客さんが困ってい

ることを聞くことである。当然、日々の引き合いもあるし、新聞や雑誌等からアイデアを

もらうこともあるが、展示会で生の声を聞くことが大きく役立っている。

・既存業界向けに出展する場合もあるが、当社はこれだけ多様な商品を揃えており、様々な

分野に対応できるため、新規顧客開拓の目的で出展することもある。例えば、太陽電池が

流行るという分析結果があれば、我々の持っている技術のなかで太陽電池に対してどのよ

うなアプローチができるのか考え、探してみる。電卓には黒い小さな太陽電池がついてい

るが、当社はフィルムを切ったり貼ったりするのが得意なので、それにあう形のものを作

って展示会に出してみる。そうすると、「A 社ではそのような太陽電池もやっているのか」

と言われる。このようにして、新商品のアイデア出しを行い、新規顧客にアプローチして

いる。

（3）A 社の創業から成長、拡大の経緯について

・新商品にチャレンジしていくと人手が足りなくなり、新しい工場の設置も必要になる。当

社はすでに全国に拠点を有しているが、そのような場合には状況に応じて柔軟に対応して

いる。とにかく、すぐに行動するようにしている。

・当社はもともと金型メーカーとして創業したが、お客様からプレスもやってほしいという

要望があり、プレス装置を作るようになった。これをきっかけに、機械メーカーに変化し

た。

・機械にたずさわるようになると、色々な問題が出てきた。機械は様々な部品の集合体なの

で、この部品は使いにくいとか、当時はドイツ製の高価な機械が多かったので、それほど

高価でなく安くていいものを作りたいという思いもあった。これらの多くの問題を解決し

ていくなかで、装置の種類も増えていった。そしてある程度の売り上げが出るようになる

と、工場を増やしていった。

（4）展示会の活用の考え方について

・海外のお客さんについては、今はアジア圏が多い。韓国、中国、タイ、台湾などが主体で

ある。

・20～30 年前からしばらくはドイツに機械を輸出しており、ドイツの展示会にも出展して

いた。しかし最近はドイツに出展していない。継続して出展したことにより、販売代理店

がみつかり販売店網を構築できたので、目的は果たしたと考えている。我々の事務所はド

イツにはないが、その代理店が我々の商品を展示会で宣伝・販売してくれている。

・一時期、ヨーロッパやアメリカで取り組んでいたが、なかなか売り上げが伸びず、特にリ
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ーマンショック以降はダメになった。りんくう工場はリーマンショックの約１年前に建て

たものであり、その頃は売り上げが過去最高だった。その後のリーマンショックにより、

売り上げはその半分程度にまで下がった。我々の商品は多業種向けなので、我々は不景気

に強い（どこかが悪くなっても、別のところでカバーできる）と思っていたのだが、その

時の落ち込みはかなり大きかった。世界各地で売り上げが落ちたが、アジアはほぼ１年で

回復したため、結局「GDP の伸びる国が市場のある国」という考え方に至り、そこに再投

資した。

・今は、韓国、中国、タイ、台湾の４カ国・地域の展示会に出展している。そして最近の４

年間で、この４か所全てに工場を建てた。この４か所の売上額を足すと、現在の日本での

売り上げの７割近くに達する。やはり、アジアの伸びは大きい。

・海外の展示会について、国や地域ごとのチームは設けていない。各事業部では、会議の中

で商品開発のテーマを決めており、開発目標に沿った取り組みを行っているが、これは技

術的な話であり、展示会とは直接関係しない。

・国内の出展を絞り、海外への出展を拡大している。国内外のニーズを見たうえで、海外に

出す効果が高ければ、海外に出展するという形を取っている。

・昔は台湾から日本にキーマンが見学に来たが、その数は次第に減少している。日本でなく

ても情報や製品が手に入るので、わざわざ日本に来る必要はない。スマートフォンの構成

部品は日本以外で入手するというところも多い。

・為替の影響もあると思うが、国内の工作機械の展示会とほぼ同じ時期に台湾でも同様の展

示会が開催された。昔はそういうことはしなかった。台湾の展示会も盛況で、わざわざ日

本まで行かなくてもよくなってきた。おそろしい状況だ。

・お客様の声をもとに商品開発を行うという考え方が根底にあり、広く情報を集められて広

く情報発信を行えるという意味では、展示会は最も効果が高いと思う。今後も展示会への

出展は増えていくと思われ、特に海外展示会の比重が高まっていくことが予想される。海

外の比重が高まるということは、海外需要が旺盛ということであり、特に GDP が伸びる

国では需要の伸びしろがあるということになる。

・昔と違い、今は海外で作って海外でモノを売るケースがほとんどである。海外で売ったか

らといって、国内が萎むということでは必ずしもない。海外で販売する商品のすべてを海

外で作っているわけではない。当然、日本で作っているものもあり、特に技術の核となる

部分については、国内で作るようにしている。例えば、ある機械については、10 のうち８

を海外で作り、２を国内に残すとする。その機械が海外で大きな市場を獲得すれば、２の

部分だけであってもそれまでよりも需要が大きくなるので、国内の雇用は十分守られるこ

とになる。つまり、全体のパイを広げていくという考え方である。

（5）海外の展示会と日本の展示会の違い

・バイタリティが全く違う。日本の展示会は寂しいという感じがする。一方、中国は何でも

ありの展示会であり、日本のように最新技術を中心に成熟市場に紹介する展示会とは異な

るのだろう。

（6）従業員の意識の変化について
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・アジアの展示会で成功し、ドイツにも進出したなかで、従業員の意識も海外に向かってい

る。必要に迫られているというところもある。

・それでも、海外へ行くことに対する抵抗はある。駐在になるとなかなか行きたがらない。

特に地方の人の抵抗はとても大きかった。それでも、工場の人を交代で行かせた。そうす

ると、みんなとても馴染んでいる。工場の人は、現地の工場へ指導するので、先生のよう

な立場である。現地では若い子たちが、まだまだ伸びるという意識も持っているので、や

りがいを感じているようだ。

（7）就職希望者について

・海外勤務を希望して就職する学生は少ない。当社で募集すれば何人かは来るが、多数では

ない。若い人の方が海外に行きたくないという傾向が強いように思う。

・最近は、海外に行きたい学生が会社を選んでいるという話も聞く。当社はそこまではない

が、中途採用を希望して来る人は多い。そのような人は、展示会を経験した人というより

は、海外で会社運営や工場運営に関わったことのある経験者である。

（8）展示会選定の考え方について

・出展に慣れてきた頃は、ただ出しているだけであったように思う。効果は多少なりともあ

ったが、大きな費用対効果にならなかったため、やめた時期もあった。

・広告宣伝のあり方自体をもっと真剣に捉えたうえで効果を出すという考え方のもと、７年

～８年くらい前（リーマンショックの少し前）から広告宣伝の専門部署を設置した。他社

において海外での広告宣伝の経験のある人を中途採用し、出展のコンセプトをしっかりと

決めることにした。当社製品は様々な業種に分かれているので、展示会での当社のイメー

ジを一本化しにくい。そこで、イメージの統一化を進めることとなった。現在、展示会対

応は基本的にこの専門部署で行っている。

・海外の企業や国内他社からは、大きな展示会は出るだけで意義があり、儲けは二の次とい

う話も聞く。しかし当社では、しっかり考えて選定するように取り組んでいる。毎年ある

程度の予算枠を作り、毎年どのくらい使ったかを調べている。そのうえで、イメージの統

一とそれに対して必要とされるコマ数を決めて、だいたい３年でペイできるくらいの装飾

の使いまわし部分を決めている。今では、１コマ～６コマぐらいまで対応できるような組

み換えを行っている。

・ターゲットとする展示会を選び、それを目指して技術開発を２～３年かけてやっていくと

いうこともある。その展示会で最も売りたいものを決めている。

・部品の展示会は品種が非常に多く、ぼけてしまいやすいので、この展示会で売りになるも

の、多くは新製品だが、その新製品にターゲットを絞ってコマづくりをする。展示会では

少なくとも一つ以上の新商品を発表しており、それ以外のものとは分けて展示している。

（9）海外向けの商品について

・当社では、日本向けとは異なるアジア向け商品というものも作っている。日本では高いレ

ベルの要求が出される場合もあるが、海外ではその 8 割程度でいいから取り扱いのやさし

いもの、コストを落としたものを求める傾向があるため、その土地のニーズに合うものを
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作っている。その商品は日本に持ってきても売れるが、そうすると値崩れしてしまうため、

コントロールしながら対応している。しかし、今はインターネットが発達しているので、

直接輸入もできるし、同じ性能でも安いものが入ってくる。

（10）インターネットと展示会について

・お客さまの中には、展示会に出展して直接商品を見てもらうことにより理解してもらえる

人もいれば、ネットで詳しい説明を見れば分かる人もいる。特に、最初はネットで見て、

その後展示会にやってくるというケースは多い。そのため、ネットでの情報発信は必要で

ある。但し、かつてインターネットで商品情報を全て公開した際に一気にコピー商品が増

えたため、現在は国内向けについては公開しているが、海外向けについてはワンアクショ

ンでは見られないように工夫している。

・展示会とネットは相反するものではない。ネットは入口になる。ただ現物の効果は高いの

で、ネットはどうしても補助的なものになると思う。商品の説明についても、ネットの文

字よりも現場で従業員が説明した方が説得力がある。

（11）個展と展示会について

・昔は自社主催の個展をやっていたが、大変な作業であり、また既存のお客さましか集めら

れない（新規のお客様の開拓にはならない）ので、今はやっていない。

（12）言語対応について

・海外からのお客さまに対しては、基本的に英語で対応している。タイ語はあまり需要がな

いので特に対応していない。中国語についても、社内に堪能な人間はいない。韓国語につ

いては、スマートフォン向けの機械を多く扱っており、韓国のお客さまが多いため、対応

できるようにしている（社内に言語ができる人を置いている）。このほか、子会社や現地

の人間を出張させて対応している。

（13）出展ブースの工夫

・出展ブースはそれほど大きく取っておらず、大きい場合でも６コマ程度である。全製品を

並べるわけではなく、展示会のテーマに合わせて並べている。昔は 10 コマぐらい取った

こともあるが、それこそ何でも屋になってしまう。

（14）展示場のブース配置について

・展示会で困ることとしては、第一に場所（配置）があげられる。

・昔は工業会が主催する展示会が多かったため、配置で優遇されるためにも会員になったこ

とがある。一方、民間の企業では融通がききやすく、大きめのブースを確保してくれたり、

希望の場所を配置してくれたりすることがある。そのため、希望ははっきりと伝える方が

いい。海外の展示会でも、場所などの希望を言うと、何かしらの対応をしてくれる。

（15）出展計画の時期について

・大きな展示会は締め切りが早まる傾向があるが、当社では計画的に出しているので大きな
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問題はない。展示会への出展は、およそ１年先のものまで計画している。ただ、申込金な

どが期をまたぐ場合は少々面倒である。主催者側も会場の予約が１年前にしかできないと

いうことで、やりづらいところもあるようだ。

（16）展示会の準備について

・展示会の準備段階で心がけているのは、目的を明確にしたうえで計画を立てることである。

それは大きく、継続的に出展する展示会の場合と、新市場を求めて出展する展示会の場合

の 2 つに分かれる。

・既存の商品を既存のお客さまに出すときは、薄く広く宣伝し、可能な限り多くの人を集め

ることに注力する。その際に、新商品は一つに絞って展示し、それをメインコーナーにし

て、既存の業態に対する新たな商品として発信し、会社のイメージや商品を覚えてもらう。

このように、知名度をあげるために出展するのがスタンダードな展示会である。

・一方で、その時々の流行りやこれから伸びると考えられる業界の展示会に出展する場合、

まずはその場で我々が何をＰＲできるかということを社内でじっくりと議論する。スマホ

対応電池の場合も議論を重ね、かなりの受注につながった。また、新しい市場に出るとい

うことは、売り上げが大幅に伸びる可能性を秘めている。それに対し、既存の商品を毎年

１～２割伸ばすのは大変だ。

・新たに出展する場合、ターゲットを絞ることが大事である。有名メーカーが全てに対応で

きるわけではないので、可能性の高いお客さまに狙いを定め、それに合った展示方法を取

るようにしている。

・お客様に正しく理解してもらうためには、見せ方にも工夫が必要である。初めて出展する

展示会は、お客さまにとっても初めての情報を得る場である。そのため、例えばスマート

フォンであれば、事前に分解して研究し、それをパネルにまとめて説明するなど、プロセ

スも交えた見せ方をする。さながら実演しているようである。

（17）展示会を理解するうえで必要な知識

・展示会対応は広告宣伝の担当者を中心に行っているが、特に必要な知識があるというより

も、自社のブースに人が来るように働きかけることが重要である。ブースの前を通る人が

必ずこちらを向くように、目があったら声をかけるなど、人を引っ張り込む力が必要であ

る。

・マーケティングの知識は泥臭いような気がする。以前、大企業のブースを訪れるお客さま

に来てもらいたくて大企業が並ぶところにブースを出したことがあるが、埋もれてしまっ

て効果がなかった。「知名度の高い企業の中に位置する方がいい」というマーケティング的

な発想が通用しなかった。

・一方で、技術屋はどうしても技術から入ろうとする。業界に関係なく、商品の販売を主目

的とする展示会は売りたいものを見せる場なので、短い時間の中でいかに興味をもっても

らうか、それを説明する力を身につけることが重要である。当社の場合、商品を説明する

際、３つの特徴を言うのではなく、３つのメリットを伝えるように指示している。お客さ

まが我々の商品を買うことでどのようなメリットを３つ享受できるかを伝えたうえで、３

つのメリットに対応する３つの特徴を説明するように言っている。それが効果的な説明の
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仕方である。一言、二言の短い言葉で理解してもらうことが大切である。

（18）展示会対応について

・その時々の流行りにあわせた展示会に絞って出展している。最近であれば、液晶テレビな

どは全然ダメで、スマートフォンになる。但し、そのスマートフォンももはや違うものに

取って変わろうとしている。

・従業員は現在、国内で 130 人くらい。国内の展示会については国内から、海外の展示会に

ついては海外の拠点から行くようにしている。もちろん、応援部隊も駆けつける。

・展示会では、関わる人の間でその展示会の目標を立て、それに向けて取り組むようにして

いる。会場内では若い子を中心に、朝礼や終礼を行い、このような質問が多いとか、引き

合いの内容、名刺の件数などを伝え合うようにしている。現場に１日いれば、大体のこと

が分かるようになる。

・当社は、本格的に展示会に関わり始めて（専門部署を作ってから）まだ７～８年程度なの

で、やり方を模索しているところだ。それまでは、本当に対応や考え方がバラバラで、お

つきあいで出展した時もある。

・各年の当社の戦略に基づき、出展の仕方を考えている。これも手探りの状態ではあるが、

まずはやってみることが大事だと思っている。

（19）総合展示会と専門展示会について

・総合展示会よりも専門展示会のほうが効果が高い。総合展示会だと商品が分散するので、

ＰＲ効果も薄れる。ある程度専門的な業界に特化したほうがいい。

（20）開催日数・時間について

・開催日数は短くてもいい。長さではなく、内容が大事だ。２～３日の展示会が多いのでは

ないか。１日の開催時間について言えば、通常展示会は 17 時までであり、なかには 18 時

まで開催されるものもあるが、お客さんは 17 時を過ぎると減る傾向がある。

（21）海外出展における障害について

・海外出展を決めた後、展示会の主催者と直接やりとりするのか、それとも日本の代理店と

やりとりするのか、国によって対応が異なる。日本の代理店が間に入ると、当然費用が高

くなる。一方で、海外の主催者と直接やりとりをすれば、意思疎通に不安が生じる。支払

いや業者手配の信憑性にもつながり、これまでにトラブルが生じたこともある。我々とし

ては、できるだけ費用を抑えて出展したい。外国の業者を使うと、当日までに装飾が終わ

らないことも多い。そうなると、現地の業者は活用できない。

・ベトナムやインドなどの新興国にも出展したいが、まだそこまで手が出せない状態である。

そのような場合、JETRO が複数の企業をまとめて出展させるなどの支援をしてほしい。

（22）その他

・以前、韓国の現地企業の立場で出展したことがあるのだが、その際には多くのメリットを

享受できた。例えば、展示会前後において来場者（企業）を紹介してもらい、業種に合わ
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せた商談会を開催してくれた。来場者と仲良くなることにより、代理店契約などにも結び

つく可能性が出てくる。

2-2-6 B 社

（1）展示会「K」について

・K は世界最大のプラスチック展示会であり、日本のプラスチック業界の中でも知名度が高

い。K（ドイツ）、IPF（日本）、NPE（アメリカ）がプラスチック関連の世界３大展示会

で、1 年ごとに開催されている。IPF には第一回目から出展しているが、近年は往時ほど

の勢いに欠けるように感じる。

・K にはプラスチック業界の VIP が来場していた。

・タイのプラスチック展に出展した際に、たまたま通りかかった来場者が、当社のことを覚

えていた。その人が K に来た際に、「まさか当社が K に出展しているとは思わなかった」

と言ってくれた。それだけ、K の価値は高い。

・K は大きすぎるという人もいる。ドイツのコンペティターと話をした際に、規模の小さい

ICE（ミュンヘン）のほうがいいという話が出た。だから、今後は専門性の高い展示会の

ほうに注目が集まるかもしれない。業界の専門家も多く来場している。そのようなことを

K 側もうすうす感じているのではないか。

・K のように入場料が高い展示会は、根本的に意識が違う。日本では、訪問者は招待券が配

られて実質的には無料で入場できる、来場者数を多くすることに注目している。展示会で

は、入場料が高くても厳選していい内容のものにすれば人は集まってくる。

（2）K への出展経緯について

・2013 年の展示会が 6 回目の参加となった。前回（K2010）はメッセ・デュッセルドルフ・

ジャパンの「ジャパン・パビリオン」に共同出展していたが、今回（K2013）は専用のホ

ールで出展している。

・出展を最初に決めた頃はある時、K には国内外のプラスチック関連のキーマンが参加して

いることを知り、関心を持った。それは、国内の場合は原料メーカーが取引先に、ツアー

をアレンジし招待するものだった。そのために大手の原料メーカーがツアーを用意してい

た。K 展を２日間位視察し、その後ローマやパリへ観光に行くといったツアーもあった。

また、「K 見学時のレポートは、招待側の担当者が作成してくれ、参加者は帰ってからレ

ポートにサインをするだけで良かった」と聞いた。

・現地では、各プラスチックメーカーの関係者と情報交換を行った。海外では、会社の上層

部の人も気軽に会ってくれる。

・当社はそのツアーに参加したわけではなく、そのような話を聞いただけだ。その時、現地

に行って見聞を広めることが大事だと思った。そして実際に行ってみると、コンペティタ

ーがたくさんいた。現地では、できるだけ人に会うようにした。

・出展当時は日本に勢いがあったため、海外のバイヤーも日本のお客さんをターゲットにし

ていた。最初は通訳を入れてやりとりをしていたが、次第に自分たちで対応する必要性を

感じるようになった。最近は、通訳を介さず、自分たちが英語でやりとりをしている。若

い社員が交代で現地に入り、直接説明している。こうして、当社および製品の知名度向上
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に努めている。また社員の海外対応力も訓練できる。

（3）ジャパン・パビリオンから単独出展へ

・前回の K2010 では、メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンのジャパン・パビリオン内のブ

ースの一部を借りて K に出展した。やはりジャパン・パビリオンの中にいると心強い。出

展物の、配送、コーナーの装飾、通訳手配など全て行ってくれるので、楽であり、非常に

ありがたかった。

・また、単独出展であれば来てくれないような人も訪れた。ジャパン・パビリオンというこ

とで、大手の社長が来てくれた。それら VIP とは日本では話す機会がほとんどないが、海

外だとフランクに話せた。

・一方で、ブースは複数社が共同で使用するため、パビリオンの場所が気になった。K のホ

ールは原料、加工機、計測機器等、内容・種類別にホールが配置されている。また会場は

非常に広い(日本の約４倍)ために、来場者は目的のものにしか興味を示さず、目的物が展

示されているホールのみを訪れる人が多い。

  K2010 時のジャパン・パビリオンはプラスチック加工機のブロー成形（プラスチック加工

法の一種）エリア内にあり、当社の出品物 (計測器) が来場者とマッチしなかった。この

ために出品場所の重要性を感じた。

・ジャパン・パビリオンは安心感があるため、初めての出展には良いと思う。そこで慣れて

おけば、次の展開につながる。出品物と来場者とのマッチングを考えて出展したほうがい

いだろう。

・単独出展への移行の際には、国（あるいは JETRO）の補助金が活用できたので、非常に

助かった。以前から、海外への販売展開が必要と感じていたので、タイミングも良かった。

海外の展示会では、客が目的意識を持って訪れてくることが多い。

（4）K の開催期間について

・K は開催期間が８日間で、一般の展示会と比べると長いが、問題はない。せっかく遠いと

ころに行くのだから、そのくらいあってもいい。反対に、3 日間位では困る。お客さまの

中には、最初にドイツを訪れて展示会を見学し、途中でイギリスやイタリアなどを見てま

わり、再びドイツに戻るというケースもある。期間が長いので、最初と最後は展示会に来

て、途中はどこかに行くという有効な時間の使い方をしている来場者もいる。

・例えば EU の大手メーカーの場合、飛行機をチャーターしてお客さんを自社工場に連れて

行くこともある。メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンも同様に、ジャパン・デーにおい

て、来場者ツアーを組んで会場内の主要出展社小間見学ツアーなどを行っている。

（5）日本のブランド力について

・海外のお客様からみると、ジャパン・パビリオンは「日本ブランド」だとすぐに分かるが、

単独で出展している場合、日本なのか、それとも韓国や中国なのか分からないようだ。そ

こで、日本の国旗などを立てることにした。これはメッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

さんのアドバイスであり、やってみると全然違う。K2013 のときも小さい旗を立てたとこ

ろ、「ここは日本の会社のブースだ」と分かってもらえた。
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・日本ブランドには力がある。少し高くても日本製だからと言って買ってくれる。日本で感

じる以上に、日本のブランド力はある。少し前までは中国がもてはやされていたが、もの

によっては次第に日本に戻りつつある。日本式のサービス、高品質、および安心安全志向

になってきたということだろう。

・日本の技術力を発信することも大事であり、それには展示会が最適である。人と人が出会

い、会話して、お互いを知る。もっと展示会が注目されていいだろう。展示会はやり方次

第であり、日本にきてくれるような展示会を期待したい。

（6）海外の展示会と日本の展示会の違いについて

・外国のお客さんの場合、あらかじめアポイントを取っておかないといけない。アポイント

が入れば、必ず来てくれる。本来なら、日本の展示会もそういう流れが望ましいのだが、

日本はやはりお祭りにすぎない。海外はそうでなく、商いの場である。

・価格交渉にも違いがみられる。日本では、価格を出してから「またあとで値引きします」

というやり方だが、海外ではその場でダイレクトに価格を値引きする。

・IPF（日本）には今も出展し続けているが、IPF と K では対応が全く異なる。K ではしっ

かりとした対応が求められるため、日本のやり方では売れない。売れる製品を作ってもっ

ていく。

・日本の展示会については、「つないでいく」ことを大事にしている。実際に日本の展示会場

で売れたことはないが、継続的にアクションを行っていけば、やがては商談につながると

思う。

・日本が海外に優っている技術はたくさんある。例えば、フィルム産業などは、日本や韓国、

台湾のほうが進んでいる。また、日本では少し前にリチウム電池が出てきたのに対し、ド

イツではやっと出てきたところだ。光学フィルムもドイツではあまり展示会では見られな

い。その一方で、ドイツでは、自動車や電気、建材などの展示会をいつまでもやっている。

逆にそれが長く続いているので、展示会としてうまく回っているのかもしれない。何と言

っても、それらの規模は大きい。

・日本では、はるかに高性能の製品が求められている。それらは先端技術なので、マスコミ

等では騒がれるが、短い期間で終わってしまう。ドイツは、先端技術よりも実用性を求め

ているという感じがするが、そのような戦略を立てているようには感じられない。

・建材などの分野では、アメリカでは今売れるものを、日本では次に売れるものを出展する

という話を聞いたことがある。最先端のものを日本で出すという傾向がみられる。

・アメリカの NPE を２回見にいったことがある。会場は、シカゴのマコーミックであった。

出展をしなかった理由は、NPE に出展された EU の複数のコンペティターに話を聞いた

ところ、「あまり盛況でなかった」と言われたためだ。

・日本も海外のような展示会を絶対やったほうがいい。K の期間中はホテルなどの料金が高

騰するが、それにより街中は潤う。入場料は高いが、K のチケットがあれば近隣地域の公

共交通機関は無料である。展示会を行ったら副産物も多いと思う。

・日本の技術は信頼されているので、まさに「Made in Japan」で攻めるほうがいい。それ

は海外に行けばよくわかることであり、海外では、電車に乗っても、宅急便を送っても、

日本のように簡単で安く、早く、正確に届くところはない。



81

（7）展示会に対する考え方や位置づけ

・展示会単独ではなく、広告、電話、訪問と組み合わせて対応することが重要である。展示

会はその開催中の勢いがいいが、展示会後のフォローアップが大切である。

・K において契約が成立するのは、1 年以上たった後が普通である。昨年の出展後、今も引

き合いが続いており、ようやく相手方の予算がついた。

・契約を行ううえで、為替の影響は無視できない。今は円安だからいいが、円高になるとピ

タッと引き合いが止まる。また、サービス拠点の問題もある。拠点がないと、小さい製品

は扱えても、大きな製品は扱えないのでなかなか売れない。

・とにかく、展示会を通して、社名と製品を知ってもらわないとダメである。展示会は継続

して参加しなければならない。１回だけの出展ではお客さまが心配するが、何年か継続出

展すれば認識してもらえる。そして１度買っていただければ、リピーターになってくれる。

ドイツの展示会の場合、時間はかかっても継続すれば契約に結びつく可能性が高いため、

出展する甲斐があり、宣伝にもつながる。

・展示会は情報をキャッチするアンテナなので、そこでお客さまの話を聞き、ニーズを把握

する。展示会では、来場者からのテーマの 10～20%しか対応できないほうが将来の可能性

があるといえる。もしも来場者のテーマの 100％がクリアできたとすれば、その展示会に

出展する意味がない。あくまでも情報をキャッチするアンテナとして出展している。

・当社の広告費は年間約 1,500 万円だが、このうち K に約 1,000 万円を使う。それでも展示

会は値打ちがあると思う。参加した人は、海外のことを見て、知らない人と話して、そし

てその地域の文化も実感することができるので、参加する価値は高い。

・展示会参加の基本的な考え方は、継続することである。儲かってもブースを大きくはせず、

とにかく１コマでも続けていく事が大事である。欧州は M＆A が盛んであり、最初は大々

的にブースを出していた会社も、その後の環境変化により身売りすることもざらである。

続けられることが一番大事で、それによりお客様から信頼してもらえる。

・当社では、ブースに来るお客さまも来ないお客さまも同じお客さまと思っている。最初は

立ち寄らなかったお客さまであっても、継続して出すことにより立ち寄るようになり、つ

いには買ってくれるということもある。実際に、この 10 年間、当社のブースを通り過ぎ

ていたお客様がやっと契約してくれたケースもある。

・ブースでの呼び込みや声がけはしない。その代わり、案内状は 1,000 枚以上出す。そして、

来場者に対して終了後のフォローをしっかりする。

・当社はリピーターがいないとダメであり、時間がかかってもリピーターを育てることが大

切である。

・展示会に出展しなくなったら、「会社が危ないのではないか」と思われてしまう。小間面積

についても同じであり、２小間から 10 小間に増えるのならいいが、反対に減ると心配さ

れる。だから、１小間だけでも続けることが大事である。

・ブース面積(小間面積)を拡げるつもりはない。小間面積を増やすのであれば、他の展示会

に出展する。例えば、パッケージ展に出展しないようになれば、電池など別の分野の展示

会に出展する。減らす場合は、必ず新しい分野を１つは増やしていく。

・展示会の入場料は、来場者に納得感があれば、入場料が高くてもいい。その分、内容を濃
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くする必要がある。

・展示会では、セミナーに力を入れることも大事である。講師に謝礼をしっかり払い、来場

者や出展者が聞きたい話をしてもらう。しっかりしたセミナーを行えば、決定権のあるマ

ネージャークラスの人が来る。例えば、旬のテーマのセミナーは人気があり、多くの人が

聴講していた。逆に、みんながどこでもやっているような話では、人は集まらない。なの

で、盛況になるようなテーマを探すことは重要である。

・「段取りが一番大切」というところはその通りで、日本はそれが一番欠けている。お互いを

よく知っているのであればあまり言葉はいらないが、我々に欠けているのは情報を集める

アンテナと情報の発信である。特に準備は重要で、当社も展示会の１年半前くらいから準

備しなければダメだと認識している。当社も、出展目標を明確にしたうえで実践できる仕

組みで、アジアに展開しようと考えている。

・ひとつのターゲットを決めたら、その準備を強化する。キーマンを探り出し、早目にアプ

ローチする。単に出展するだけでなく、お客さまのニーズを把握し、求められているもの

を出していく。商売につなげていけるように、当社流にアレンジして効果を出すような工

夫を施す。そして、展示会が終わったらすぐにフォローする。これらを継続することが大

事である。

・出展者にはそれなりの支出が必要と言われることがあるが、当社は装飾をほとんど行って

いない。中身が重要であり、装飾に費用をあまりかける必要はないと考えている。

（8）世界のバイヤーについて（K 展で感じたこと）

・バイヤーは、ドイツをはじめ、中南米、イスラム系、中国、インドなど世界中にいるが、

アメリカは少ない。

・中国のバイヤーは生産財しか求めてこない。K では、生産する設備と当社が出展する計測

器とでホールが異なるため、中国の方はあまり来ない。来るのは、ヨーロッパ、インド、

イスラム系、中南米で、ヨーロッパが最も多い。ヨーロッパはじっくり製品を作る傾向が

あり、アジアは技術を求める。イスラム圏は自分たちであまり製品を作らないため、イス

ラム圏を訪れたが、それほど数はでなかった。それでも品質に関して日本に興味を持って

いる。

（9）従業員の意識変化について

・K に出展することで、従業員の意識は変わってきた。以前、出展前に外国人の人に来ても

らって英語講習を月２回ペースで行ったことがあり、当初は全員が参加していたのだが、

半年を過ぎるとだんだん減ってきて最後には４人くらいになり、やめた。従業員は「自分

で勉強します」と言うが、結局やらない。しかし、展示会に行かせると、確実に自分で勉

強するようになる。通訳なしで行かせているため、真剣に勉強する。そして、次からはひ

とりで行っても大丈夫になる。日本の社内でヌクヌクとやっていてはダメで、海外に行か

せることが最も効果的である。

・製造担当の従業員も、K を目標に頑張る気になる。現地に行くことにより、そう思うよう

になる。その際、お客さんのところにひとりで行ってくることもある。電車で３時間ぐら

いのところなどは訪問する。展示会で自社の機械を説明したりや現地工場、現地の人と話
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をするのがいい勉強になると思う。

（10）海外戦略について

・タイを含め、2013 年からアジアにも出展している。１コマでいいから一人で行かせている。

海外には 2 人で行くが、展示会には 1 人ずつ行かせる。この間のサウジアラビアも同様だ

った。

・2014 年には、トルコのイスタンブールにも出展予定である。来場者はヨーロッパ、イスラ

ム圏が多いと思う。

・今後も世界に展開していきたいと考えている（国内も含め、年間に３～４回出展する予定）。

日本の場合、例えば群馬に行くだけで６時間はかかるため、それを考えると海外は近い。

午後 11 時に日本を出発して、現地を午前３時に出発すれば、少しきついが日本の出張と

あまり変わらない。そして飛行機代も安くなり通信費もずいぶん安くなったので国内なみ

の費用で移動ができるようになった。

・現地の動向やニーズについては、行く前に現地の日系企業の方に聞くようにしている。我々

のような零細企業の場合、知らない土地で売っていくためには、このように日系企業の人

を介して情報収集する。

・当社の海外の売り上げの割合は高くなっている。しかし一方で、日本も大事だと考えてい

る。日本で稼いで、それを海外で使う。日本では市場が限られてくるために海外でどんど

んやっていかなければならない。

・日本での展示会については、効果的な展示会なら参加する価値はある。日本で稼ぎ、エネ

ルギーを蓄えたうえで、海外に展開していく。

（11）ブース規模・対応について

・現在の K の小間面積（単独出展）は、ジャパン・パビリオンの時よりも大きい。ジャパン・

パビリオンでは 12 ㎡だったが、今は 24 ㎡を確保している。これが最小単位だが、当社で

は 24 ㎡で広さ的には十分である。

・ブースには、想像よりも多くの日本のお客さまが訪れる。遠く海外までやってきたので、

休憩がてら「荷物を預かってほしい」という日本人来場者が多かった。そうすると、そこ

で親密な接待ができるようになり、このようなところから仲良くなり、商談が始まること

がある。

（12）個展の開催について

・自社主催の展示会は行っていないが、海外の展示会に連れていくことは考えている。K に

ついても、現地の人をたくさん呼んでいる。日本の成膜装置のコンペティターも呼ぶが、

海外だから気にならない。現地ではコンペティターのトップ同士が一緒に食事するなど、

海外は比較的オープンである。ライバル会社についての情報交換の場にもなる。

（13）展示会の選定について

・展示会の選定は社長が決める。そのためには、アンテナを張り、情報収集を行うことが重

要である。今後の流れがどうなっていくかを見据えたうえで出展を決断し、展示会後に次
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回の参加の是非を判断する。

・東京国際包装展（TOKYO PACK）には以前出展していたが、４回でやめた。多くのお客

さまに当社を利用していただき、目的を達成したためである。しかし、IPF はまだ継続す

るつもりである。

（14）ネットとリアルの考え方について

・ネットで取引も行っており、外国からのネット経由の引き合いは増えている。不思議に思

い、情報を集めたところ、どうやら大手企業の場合はネット経由で取引が入ってきても、

部署がちがうために全然対応できない（気づかない）らしい。

・ネットは確かに有効であるが、それだけではダメ。ネット、展示会、電話・DM、訪問の

全てが大事で、どれかが欠けてもいけない。常にお客様とつながっていること、人の顔が

見えることが重要であり、展示会で会った人に電話をかけて話をするとすぐにお客様のイ

メージできる。お客様も同じだと思います。これが我々の商品の信頼につながっていると

思います。

（15）総合展示会と専門展示会について

・総合展示会と専門展示会のどちらがいいというよりも、内容が大事である。コンパクトで

いいものをやっていくのも一つの方法である。規模は小さくても良い展示会はあるので、

そういった良い展示会を選択することが大事である。

・専門分野だけでなく、ほかの分野に自社のニーズがあるという発見もある。太陽電池とリ

チウム電池を同時に行っているスマートエネルギーの場合、以前は太陽電池が人気で燃料

電池は見向きもされていなかったが、今では逆転している。展示会を通して、新しい発見

と異業種に入る機会がある。

（16）展示会に必要な知識について

・学生が展示会産業を学ぶ場合、経営を学ぶべきかマーケティングを学ぶべきか悩むだろう

が、まずは産業そのものを知ることが大事である。知らないと、長期間続けていけないだ

ろう。一生懸命覚え、地道にやっていくことが求められる。様々な知識がないと務まらな

い業種なので、総合的な知識が必要である。

（17）展示会の評価について

・コンペティターとの間で、展示会の評価を話し合うこともある。

（18）海外の展示会に出展するうえでの障害について

・海外展示会の場合、障害となるのは規制関係が多い。CE マーキング（欧州連合（EU）地

域に販売される指定の製品に貼付を義務付けられる基準適合マーク）などは分からない部

分がある。

・輸送費が高い。イスタンブールに 50 キロの製品を送るのに、55 万円かかるとのこと。飛

行機代は高くても一名が 20 万円までのはず。大事なところにお金をちゃんと使いたい。

また、海外は装飾費と広告費も高い。給料や人件費も高いはずなのに、機械（製品）が安
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いのは不思議だ。また、出展費をもう少しリーズナブルな価格にしてほしい。
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第 3 章 教材「展示会産業概論」の開発

3-1 開発概要

3-1-1 開発方針

「0-2 調査の目的」に示したとおり、教材「展示会産業概論」は「必ずしも展示会産業に関

する専門知識を有しない教育者・研究者でも、一定水準において包括的かつ実践的に教えるこ

とが可能となるような教材」とした。一方、講義を受ける側も専門的知識を有しない学生や社

会人であるため、専門性を強く追求せず、展示会産業の基礎的な内容から効用に至るまでの理

解を促すことを目指した。

以上を勘案し、教材開発の方針を以下のとおり定めた。

①展示会産業の全体像が把握できるようなものとする

   特定分野の研究者しか理解できないような専門性の高いもの（詳細なマーケティング手

法や実務レベルにおける技法など）、あるいは特定の項目に偏ったものではなく、全体像

を幅広く網羅し、基本的な理解を促すものとする。

②展示会の開催による幅広い効用が理解できるようなものとする

   展示会が開催されることによる最大の効用は、企業が展示会へ参加・出展することによ

り、販路開拓（ビジネスマッチング）や交流促進（マーケティング・コミュニケーション）

等である。二番目の効用としては、地域の産業や地域全体への定量的・定性的な効果が得

られることである。定量的な効果は、一次効果（主催者側・出展者側の事業費、来場者の

消費、周辺産業の売上高などの直接効果）及び二次効果（地域産業への波及効果）がある

定性的な効果は、地域の魅力向上及びそれに伴うビジネス、観光などのリピート効果や誘

発効果等が挙げられ、これらの効用が適切に理解できるようなものとする。

③理論だけでなく、現場レベルの目線や考え方を取り入れたものとする

   一般的な教科書にみられがちな理論一辺倒ではなく、国内外の動向や現場の状況が把握

できるよう興味が得られるようにコラム等の形で盛り込むようにする。

④主催者、出展者、来場者及び周辺産業の視点も取り入れる

   主催者、出展者、オペレーター、施設展示関連サプライヤー、更には宿泊施設、飲食施

設、交通事業者等の周辺産業等の多様な主体の視点も盛り込むようにする。

⑤理解促進につながるような体裁を考慮する

   文章だけではなく、必要に応じて図や写真を用いるなど、見やすさ・読みやすさを追求

し、興味や理解促進につなげる。
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3-1-2 資料収集

教材「展示会産業概論」の開発にあたり、様々な資料の収集を行った。収集の考え方及びそ

れに基づき入手した資料は、次のとおりである。

   

図表 33 資料収集の考え方及び主な入手資料

3-2 教材「展示会産業概論」の開発

収集した資料をもとに、教材「展示会産業概論」を開発した（内容については「展示会産業

概論」を参照）。

資料収集の考え方 主な収集資料
Leonard H. Hoyle, CAE, CMP, “Event Marketing”、John Wiley & Sons, Inc.、2002
Manfred Kirchgeorg, Wilhelm Giese, Werner Dornscheidt, Norbert Stoeck, “Trade

Show Management”、Gabler Verlag, 2005
George G. Fenich、“Meetings, Expositions, Events & Conventions: An Introduction

to the Industry”、Prentice Hall, 2011
「ドイツ・メッセ出展成功マニュアル」㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン、2012

「経営私論―ビッグサイトから視た展示会産業入門―」島田健一著、㈱ぎょうせい、
2013

CTSM（Certified Trade Show Marketer）Program
経済産業省「平成22年度 サービス産業活動環境整備調査事業 （展示会産業活性化
のための標準の確立及びビジョン策定等に関する調査事業）＜報告書＞」公益財団

法人日本交通公社、2011
経済産業省「平成23年度我が国情報経済社会における基盤整備（展示会産業の国

際化・活性化を推進するための調査事業）」株式会社野村総合研究所、2012
経済産業省「平成24年度展示会事業の国際化推進のための人材育成基盤整備・関

連事業調査　報告書」公益財団法人日本交通公社、2013
国土交通省「官民連携による展示場の整備・運営検討業務　報告書」国土交通省総

合政策局官民連携政策課、2012
世界見本市連盟（UFI）提供資料「UFI2013」「Exhibition & Convention Study Tour」
ドイツ産業見本市協会（AUMA）提供資料「AUMA2013」

日本貿易振興機構（JETRO）、一般社団法人日本展示会協会、全国展示場連絡協議
会、日本展示会認証協議会、㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン、東京都産業労働

局、世界見本市連盟（UFI）、ドイツ産業見本市協会（AUMA）、国際展示会・イベント協
会（IAEE）、韓国文化体育観光部、韓国観光公社などのwebサイト

「イベント＆コンベンション概論」㈱ジェイティービー能力開発、2010
「見本市展示会通信（2013年4月1日）」（株）ピーオーピー、2013
「展示会データベース2014年度版」（株）ピーオーピー、2013

Wang, Y. and Pizam, A., “Destination Marketing and Management：Theories and
Applications”、Wallingford, CABI, 2011

「平成24年度展示会事業の国際
化推進のための人材育成基盤整

備・関連事業調査」で入手した資
料

「展示会産業人材育成検討委員

会」やヒアリング調査等にて委員
から指摘をいただいた資料

国内外の政府組織や業界団体等

の資料の活用（webサイトを含む）

その他
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3-3 実証講義の実施

3-3-1 講義概要

「展示会産業概論（仮）」の執筆内容が大学での講義に適するものかどうかを検証することを

目的に、首都大学東京において、実際に教材（テキスト）を活用した実証講義を２回行った。

そして各講義終了後、受講生に対して教材や講義内容に関するアンケート調査を実施し、教材

の効果の検証を行った。

＜実施概要＞

●科目名 ：首都大学東京 観光経営副専攻コース MICE 講座

●講義日 ：平成 25 年 12 月 19 日（木）、平成 26 年 1 月 9 日（木）

●講義時限：第３時限（13:00～14:30）
●講師 ：首都大学東京 都市環境科学研究科観光科学域 特任准教授 矢ケ崎紀子

●講義会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 12 号館 103 教室

        〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1
        Tel：042-677-1111（代表）

        http://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide/access.html

3-3-2 講義内容

講義内容は次のとおりである。

①12 月 19 日（木）

●テーマ  ：展示ビジネス概論① 定義、開催の意義、主要プレイヤーと周辺産業

●使用テキスト：第１章を活用（事前配布）

●内容    ：

１．今日の講義の目的についての説明

（1）展示会の具体例

（2）企業の展示会の活用事例

（3）展示会に関する基礎事項の整理

↓上記 3 つを通して、以下のことを理解する。

①展示会とはこんなもの→イメージづくり

②展示会は企業活動にとって重要なマーケティングツールのひとつである

・ 企業のどの部署にいても展示会とはつきあっていく。ツールとして活用することになる。

基本的に知っておくべき知識である。

２．展示会の具体例の紹介

（1）東京モーターショー2013
    車メーカーが出展するだけでなく、タイヤやボルトなど部品メーカーも出展。

来場者数 90 万人の大規模展示会。
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（2）TOKYO NAIL EXPO
    BtoBtoC イベント。ブースによっては長蛇の列。商品だけでなく美容技術も紹介。

（3）ガーデン EXPO、エクステリア EXPO、農業資材 EXPO、道工具、作業用品 EXPO
（4）金融国際情報技術展示会

（5）Tokyo International Film Festival（TIFF）
（6）各国の旅行博

（7）ドイツ・メッセデュッセルドルフ 世界最大級の展示会

「K」（国際プラスチック・ゴム産業展）

・入場管理システムに注目。来場者数をデータで把握する。

・延べ人数、実人数、1 日当たりの人数など、人数のカウント方法が異なる。

・ ここで紹介した展示会は、会場規模が大～小までの様々なもの。

・ 展示会で取り扱うテーマは、「モノ」づくりだけでなく、技術や映画のコンテンツ、旅行な

ど形のないサービス（手にっとって見れないもの）など、多岐にわたっている。

・ 展示会は様々なビジネスに使えるもの、何か新しいもの、会社の強みと思われるものをで

きるだけ多くの人にもてもらう、知ってもらう場、として位置づけられる。

３．企業の展示会活用事例

資料「メッセ・デュッセルドルフから提供 企業のメッセ活用事例」参照。

・ 1947 設立。太平洋戦争直後に、ドイツではすでにこうした活動に取り組んでいた。

・ ビッグサイトと同じような企業であり、会場所有、運営、主催者でもある。

・ 同社の HP から、「成功マニュアル」がダウンロード可能。

・ 成功事例の紹介：Interpack, drupa、MEDICA に出展された 3 企業の事例紹介

（1）㈱みやこし（1982 年以来、drupa に毎年出展）

・ 出展の目的は新製品の発表と OEM の開拓

・ drupa は印刷業界のオリンピックのような展示会。同社では、この drupa で新製品を

開発し、発表すると決めている。

・ 展示会を通して、欧米の大手プリンターメーカーへの OEM の売り込みも狙っている。

遠方に出張しなくても効率的に開拓できる。

・ イベントに向けた社員のモチベーションも高い。

（2）㈱フジキセイ（1979 年以来、30 年にわたって interpack に出展）

・ 主な目的は国内市場で地位を固めたため、海外市場への参入のため。

・ 3 年に 1 度の interpack では新製品が発表されることを顧客が知っているので、その

展示会の年は、一時的に売り上げが落ちる。しかし、3 年サイクルでみると右肩上が

りとなっている。展示会を中心に企業活動のサイクルができている。

・ interpack が商談の場、ということを認識し、技術者＋セールスマンが説明にあたり、

しっかり説明して売る体制をとっている。

・ interpack が終了と同時に、３年後に出すべき機械について検討し始めている。展示

会への取り組み姿勢の強さがわかる。

（3）㈱ニチレイバイオサイエンス（この 14 年間、MEDICA に出展）

・ MEDICA への主な出展（医療の展示会）目的は「新規代理店開拓」「OEM 先の開拓」。
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・ 同社は、海外に支店がないが海外に進出したいという意向を持っていた。メッセ出展

を通して、海外でのブランド認知度も上がり、ヨーロッパでのシェアも上昇。また、

アフリカなど今後の市場性が見込まれる国との引き合いも出てくるなど、海外での事

業展開に成果を得ている。

４．活用事例から得られるキーワード

定期的に同じ場で開催される展示会は、企業活動の効果的、効率的な「場」である。

・ 最先端技術による新商品の発表・販売の場

・ 取引先を世界中から探すことができる場

・ 顧客ニーズの把握、海外情報など、次の新製品開発に活用できる情報入手の場

・ メッセ出展と新商品開発のサイクルを同期、社員のやる気醸成

５．活用事例やここまでの講義を聞いた学生の感想

・ カッコいい。こういうところで活躍しているという好印象をもった。「メッセは企業にと

って主戦場」ということがわかった。

・ 自分たちの知らない場で商談が行われていることがわかった。これで、会社の売り上げ

が決まるとは緊張の場だと思う。

・ 実際の契約数がどのくらいか知りたい。

→契約誘発効果など、展示会で商談はどのくらいかといったデータは重要だが、企業

はなかなか教えてくれないのが実情。

・ 展示会のために商品開発する、展示会前後で売り上げの上下があるなど興味深い。企業

の方も、プレシャーあるだろうなと思った。

６．展示会に関する基礎事項

（1）展示会の定義

・ 展示会とは、「企業等が商品・製品を販売するために販売先と商談したり、市場動向等の

情報収集・交換等を行う場」。

・ 効果的、効率的にできる商売ができる「場」が展示会として位置づけられる。

・ 来場者の定義、カウント方法については注意が必要である。

・ 来場者数は、基礎的、重要なデータである。実人数でカウントする。何度、展示会に出

入りしても１人としてカウントする。この方法は難しく機械を活用する。

（2）国際展示会の定義

・ 国際展示会とは、海外来場者が 5％以上、海外出展者が 10％以上の展示会をさす。

（3）展示会の種類：B２B、B２C、B２B２C
・ 全体的には、B２B２C が増加傾向にある。より多くの人に知ってもらいたいという企業

ニーズ。業界関係者のみと一般の来場日程を別にして開催することが多い。

７．展示会開催の意義

展示会がもたらすメリットは多岐にわたる。

・ 出展者：販路開拓、顧客の反応を把握、他の出展者同士の情報交換/技術交流
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・ 産業界：基礎技術、商品開発、販路開拓、流通、物流等の技術や知識が磨かれ、産業全体

の活性化への刺激となる

・ 地 域：出展者や来場者などの展示会関係者の消費行動や地元企業への発注による経済効

果、地域の魅力の発信

＊ ドイツでは「メッセのときはドロボーになれ」と言われるぐらい、宿泊施設の料金などが

高騰する。メッセ中は、ホテルが予約できないことが多い。

８．主要なプレイヤー

展示会にかかわる主なプレイヤーは以下である。それぞれの定義はテキストを参照。

（1）主催者（オーガナイザー）：

展示専門会社（リード社など）、産業界団体、展示施設会社

（2）運営者（オペレーター）

（3）関連サプライヤー

    展示会場のブース設営、電気工事、整備、受付・誘導等を行う企業

（4）出展者

（5）来場者

（6）展示場

（7）DMO (Destination Management Organization)
（8）DMC (Destination Management Company)

９．周辺産業

（1）宿泊施設：宿泊以外にも会議室、宴会場、特別室等が商談や交流の場として活用

（2）料飲施設：展示会関係者の飲食のほか会場へのケータリング（会食やレセプション）

（3）交通事業者： 一次交通、二次交通

・ 以前の講座で講義いただいたコングレは、PCO(コア PCO の一つ)。ビッグサイトは展示会

分野でコングレの存在のようなイメージ「PEO」とも言われる。

・ コングレの方は、PCO は体力、気持ち、段取り、が重要な力と指摘していた。

・ JIMTOF においても、「場」をつくるための段取り、ノウハウが求められる。商談を成功

させるしくみ、気配りが求められる。

②１月９日（木）

●テーマ  ：展示ビジネス概論② 世界の展示会ビジネスにおける日本のポジショニン

グ

●使用テキスト：第２章、第３章を活用（事前配布）

●内容    ：

１．前回講義の復習①：企業の展示会活用事例

・メッセ・デュッセルドルフにおける企業のメッセ活用事例

＊ キーワード

（1）最先端技術による新商品の発表・販売の場
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（2）取引先を世界中から探すことができる場

（3）顧客ニーズの把握、海外情報など、次の新製品開発に活用できる情報入手の場

（4）メッセ出展と新商品開発のサイクルと同期、社員のやる気醸成

２．前回講義の復習②：展示会開催の意義

展示会がもたらすメリットは多岐にわたる。

(1) 出展者：販路開拓、顧客の反応を把握、他の出展者同士の情報交換/技術交流

(2)  産業界：基礎技術、商品開発、販路開拓、流通、物流等の技術や知識が磨かれ、産業

全体の活性化への刺激となる

(3)  地 域：出展者や来場者などの展示会関係者の消費行動や地元企業への発注による経

済効果、地域の魅力の発信

＊ ドイツでは「メッセのときはドロボーになれ」と言われるほど、展示会会期中は周辺宿泊

施設の料金などが高騰する。メッセ中は、ホテルが予約できないことが多い。

３．前回講義の復習③：主要なプレイヤー

展示会にかかわる主なプレイヤーは以下である。それぞれの定義はテキストを参照。

（1）主催者（オーガナイザー）：

展示専門会社（リード社など）、産業界団体、展示施設会社

（2）運営者（オペレーター）

（3）関連サプライヤー

    展示会場のブース設営、電気工事、整備、受付・誘導等を行う企業

（4）出展者

（5）来場者

（6）展示場

（7）DMO (Destination Management Organization)
（8）DMC (Destination Management Company)

４．今日の講義の目的

（1）世界の展示会産業の動向 ～ドイツ、アメリカ、シンガポールを中心にみる

（2）日本の展示会産業の動向

  （3）考えてもらうこと

日本の展示会産業はこれからどんなことをしていけばよいのだろうか？

５．世界の展示会産業の動向：ドイツの展示会産業（テキスト P14~）
・なぜドイツなのか？

日本もドイツも、ものづくりで経済成長をしてきた。技術を重視し、工業を中心に発展し

てきた点などドイツと日本は類似性が多い。一方で、展示会に対する考え方が異なるのは

なぜか？そこに注目する。

・ドイツの展示会産業の主な特徴

（1）世界の展示会産業を牽引
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（2）展示会産業はドイツの重要な産業の１つ

（3）主要都市ごとにある特色のある展示会

（4）ケルン大学等の各地の大学に展示会産業を担う人材育成のための学部がある

（5）メッセ会社：展示会場を所有・運営、展示会を主催。海外に進出、とくに中国へ

６．世界の展示会産業の動向：世界の展示場面積（テキスト P7~）
（1）ハノーバー国際見本市会場

（2）フランクフルト見本市会場

（3）フィエラ・ミラノ国際見本市会場

（4）中国出口商品交易会昆州展示館

（5）ケルン・メッセ国際見本市会場

（6）デュッセルドルフ見本市会場

  （7）パリ・ノール見本市会場

（8）マコーミックプレイス（米・シカゴ）

（9） バレンシア見本市会場

（10） ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場

７．世界の展示会産業の動向：アメリカの展示会産業（テキスト P21~）
・アメリカの展示会産業の主な特徴

（1）展示会は産業振興のためのインフラ

（2）行政主導のもとで、コンベンション・センターや展示会場が整備されており、主要都市

には必ずある状況

（3）展示会＋国際会議あるいはイベント＝総合的な開催

  →展示会場＋国際会議場＝総合型コンベンション・センターの整備

    なぜアメリカは総合的に開催するかの経緯は、テキスト 47 ページ参照。

（4）展示会主催会社、展示会の所有・運営者は別

  日本とアメリカでは、展示会開催に関して機能が分かれているのが特徴である。

８．世界の展示会産業の動向：シンガポールの展示会産業（テキスト P32~）
・アジアではマレーシアや中国も MICE に力を入れているが、シンガポールが先進的。

・シンガポールの展示会産業の主な特徴

（1）国をあげての取り組み

（2）金融、バイオメディカル・ヘルスケア、環境・エネルギーが重点分野

（3）展示場、オフィス施設、商業施設を組み合わせた複合施設が整備されてきた。

サンテック・シンガポール国際会議展示場、シンガポール・エキスポ、

マリーナベイサンズ エキスポ＆コンベンション・センター

９．世界の展示会産業の動向：国際市場の展示会に必要な要素

（1）アクセスの良さ

・展示会場への高い交通利便性
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・航路・海路・陸路での商品輸送の容易性・利便性

（2）政治的中立性、社会の安定性

（3） 優れたインフラ

・十分な数のファーストクラスのホテル、現地での交通の利便性 など

（4）ビジネス環境

・海外出展者が信頼できる質の高い専門的な主催企業や支援企業

10．世界の展示会産業の動向：しくみ（テキスト P41~）
（1）業界団体

・世界見本市連盟（UFI）本部・フランス

・国際展示会・イベント協会 (IAEE) 本部・アメリカ 主に事業会社の団体

  業界団体の指名は主に３つ：①その産業が重要なことを伝える、②その産業が間違ったこ

とをやっていないこと、信頼を高めること（品質保証）、③人材育成

（2）国際認証制度

・UFI Approved Events 制度

  →高品質な展示会であることを保証

  →展示会統計値の監査：出展を考えている企業が投資を判断するための基礎データ

   怪しい人が出展していない、そこには最新の本物の情報があるいうことなど保証。

・FKM Certification
（3）資格制度

・Certified in Exhibition Management
・Certified Trade Show Marketer Program

11．日本の展示会

  （1）B2C タイプが主流

（2）業界団体主催が多い

（3）博覧会が展示会のきっかけ

   ↓

B2C タイプの増加が見込まれる

  ●ベストプラクティス（日本の展示会で特徴的な展示会）

  ①JIMTOF （日本国際工作機械見本市）

   ・主催：一般社団法人日本工作機械工業会、東京ビッグサイト

   ・会場：東京ビッグサイト

   ・初回開催年：1962 年（大阪）1964 年（東京）

   ・開催時期：10～11 月の 6 日間（2 年に 1 度）

   ・来場者数：国内約 120,000 人、海外役 8,000 人（2012 年）

   ・出展者数：国内 578 社、海外 237 社（2013 年）

   ・認証：UFI 認証

  ②東京モーターショー

・主催：一般社団法人日本自動車工業会
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   ・会場：東京ビッグサイト

   ・初回開催年：1954 年

   ・開催時期：10～11 月の 10 日間（2 年に 1 度）

   ・来場者数：国内約 900,000 人（2013 年）

   ・出展者数：国内 178 社 181 ブランド（2013 年）

   ・認証：なし

  ③スマートエネルギーweek
・主催：リード・エグジビッション・ジャパン㈱

   ・会場：東京ビッグサイト

   ・初回開催年：2005 年（水素、燃料電池展：構成展示会の 1 つ）

   ・開催時期：2 月の 3 日間（毎年）

   ・来場者数：約 76,000 人（2013 年）

   ・出展者数：1,585 社（2013 年）

   ・認証：「展示会統計に係る第三者認証制度」による認証展示会第８号

    ④国際宝飾展

・主催：リード・エグジビッション・ジャパン㈱

   ・会場：東京ビッグサイト

   ・初回開催年：1990 年

   ・開催時期：1 月の 4 日間（毎年）

   ・来場者数：国内約 27,000 人、海外約 1,300 人（2013 年）

   ・出展者数：約 1,100 社（2013 年）

   ・認証：なし

⑤FOODEX JAPAN（国際食品・飲料展）

・主催：一般社団法人日本能率協会（JMA）

   ・会場：幕張メッセ

   ・初回開催年：1976 年

   ・開催時期・機関：3 月の 4 日間（毎年）

   ・来場者数：国内約 64,000 人、海外約 7,600 人（2013 年）

   ・出展者数：約 1,036 社、海外 1,508 社（2013 年）

   ・認証：UFI 認証

12．日本の展示会産業の課題

・ドイツのメッセ VS 日本の展示会

  （1）出展者・来場者とも国際色豊か

（2）正確な来場者数の発表 →出展者、来場者のメッセ選定基準

（3）長い会期

   ドイツ：４日～2 週間、日本：3 日～1 週間

（4）会期中の販売契約数が多い

（5）入場券の値段が高い
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13．日本の展示会産業はこれからどんなことをしていけばよいのだろうか？

＜受講生からの意見や感想＞

・日本の展示会は B2C が多いということ。入場料が安くて大学生でも行けて良い。一方で、

ドイツは B2B が多い。日本もビジネスをしやすい体制を作る必要がある。

・この講義を聞いていて、先日放映された番組（テレビ東京の WBS ニュース）を思い出し

た。フランスの展示会に、ベルギーからシェフが家族を連れて来場している様子をみて、

展示会産業への注目が高まっていることを感じた。

・日本は会場が狭いという課題がある。地下の広大なスペースを活用したらどうか。

・何でもできるは何もできないのと一緒というのが印象に残った。日本も独自の強みを持っ

ていけば、展示会産業の発展が期待できるのではないかと思う。

3-3-3 アンケート内容（項目）

アンケート内容（項目）は次のとおりであり、同一内容で２回実施した。

１．事前に配付しましたテキストの内容は理解しやすかったでしょうか。該当するもの一つを

お選び下さい。

□1．とても理解しやすかった

□4．やや理解しにくかった

□2．まあまあ理解しやすかった

□5．理解しにくかった

□3．普通

どのような点が理解しやすかった（理解しにくかった）のか、具体的にご記入ください。

２．テキストは、講義内容を理解するうえで有用でしたでしょうか。該当するもの一つをお選

び下さい。

□1．とても有用だった

□4．あまり有用でなかった

□2．まあまあ有用だった

□5．有用でなかった

□3．普通

特段の興味や新しい知見を得られた方は、その内容を具体的にご記入ください。

３．講義の内容で、特段の興味や新しい知見を得られたと感じましたでしょうか。該当するも

の一つをお選び下さい。

□1．とても感じた

□4．あまり感じなかった

□2．まあまあ感じた

□5．感じなかった

□3．普通

特段の興味や新しい知見を得られた方は、その内容を具体的にご記入ください。
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４．展示会産業について、本講義を受講したことにより、学問、研究テーマとして興味を持ち

ましたでしょうか。該当するもの一つをお選び下さい。

□1．興味を持った

□4．興味を持たなかった

□2．少し興味を持った

□5．まだ分からない

□3．あまり興味を持たなかっ

た

どのような点に興味を持った（持たなかった）のか、具体的にご記入ください。

５．本講義を受講したことにより、展示会産業への就職に興味を持ちましたでしょうか。該当

するもの一つをお選び下さい。

□1．興味を持った

□4．興味を持たなかった

□2．少し興味を持った

□5．まだ分からない

□3．あまり興味を持たなかっ

た

どのような点に興味を持った（持たなかった）のか、具体的にご記入ください。

６．本講義に対する理解を促進するためには、どのような知識の修得が必要と思われますか。

「最も必要」と思われるもの一つをお選び下さい（語学を除きます）。

□1．経済活動全般の知識

□3．観光（特にＭＩＣＥ）政策の知識

□5．企画・設計の知識

□2．企業経営についての知識

□4．マーケティングに関する知識

□6．その他の知識

そのように思われた理由を、具体的にご記入ください。

７．展示会産業についてさらに知りたいこと、ご意見やご感想などがあれば、ご自由にご記入

下さい。

3-3-4 アンケート結果

①12 月 19 日（木）（回答者：33 人）

＜１．テキストの内容は理解しやすかったか＞

「とても理解しやすかった」「まあまあ理解しやすかった」が約７割を占めており、理解促進

につながったものと捉えられる。
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（1）とても理解しやすかった  6 人

（2）まあまあ理解しやすかった 17 人

（3）普通           6 人

（4）やや理解しにくかった   1 人

（5）無回答          3 人

図表 34 テキストの内容は理解しやすかったか

＊ 「理解しやすかった」理由

・ たくさんの言葉の定義付けをすることで、どうして定義付けする理由が必要なのか、どう

いう理由かが書いてあるので頭にすんなり入ってきて理解しやすかった。ドイツやフラン

スがはじめの展示会の定義付けのところにきているがなぜなのかと思った。

・ 章立てがはじめに書かれていたため。

・ 数学みたいに定義を、定義として扱っていてわかりやすい。

・ 各項目にキチンと前置きがされた上で定義などが説明されていた点。

・ 定義から説明されていて、基本的なことから理解できたのがよかった。

・ 内容はすっきりしていたよかったと思う。

・ カラーのテキストはなかなかないので、読む気分が上がる。

・ 次回のように量が多いと、抵抗感があるので、コンパクトにしてほしい（今回程度）。

・ 図が効果的に使われ、実線や点線で内容の区別がされていたから。

・ どのような組織がどのようにかかわっているのか図で表されていた点。

・ 全体的にレイアウトがシンプルで見やすかった。また、文が箇条書きでなく、文章になっ

ていたので、読みやすかった。さらに、カラーの図なども入っていて、イメージがわきや

すく理解しやすかった。

・ 重要項目を囲ってあることや、図がカラフルなところ。

・ 内容の分け方が分かりやすく、読みやすかった。

18.2%

51.5%

18.2%

3.0% 9.1%
（1）とても理解しやすかった

（2）まあまあ理解しやすかった

（3）普通

(4)やや理解しにくかった

(5)無回答
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＊ 「理解しにくかった」「その他」の理由

・ 文字が長文にわたって並んでいたので、読みたいのがどこにあるかわかりにくい。

・ イメージしやすいように具体例をその都度出してほしい。

・ 色（カラー版）、図、表が少ないという点。

＜２．テキストは、講義内容を理解するうえで有用だったか＞

「とても有用だった」「まあまあ有用だった」が７割以上を占めており、有用であったと捉え

られる。

（1）とても有用だった  9 人

（2）まあまあ有用だった 15 人

（3）普通        6 人

（4）無回答       3 人

図表 35 テキストは、講義内容を理解するうえで有用だったか

＊ 「有用だった」内容

・ それぞれの組織が一つの展示会にどのように関わっているのかがわかる図が明確でとても

わかりやすかった。

・ たまに講義内容と少し異なる部分（展示会開催の意義の分類など）があったが、基本的に

大変理解しやすかった。

・ 来場者のカウント方法まで徹底していることに驚いた。また、1 日 1 回のみカウントする

には、実際にどのような手段をとっているのか気になった。

・ DMO、DMC という言葉は初めて聞いたため、どのような団体なのか非常に気になったが、

日本にはあまり事例がないということで少し残念だった。

・ MICE 産業は、幅広い産業と関係があると深く理解した。

・ 来場者のカウント方法や海外来場者など、細かく定義されている点に驚いた。

・ MICE 誘致にあたり、その国ならではのユニークべニューが重要であるという点。

27.3%

45.5%

18.2%

9.1%

（1）とても有用だった

（2）まあまあ有用だった

（3）普通

（4）無回答
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・ 今まであまり、「DMO」や「DMC」という単語にはなじみがなく、どういったものを指す

かを知らなかったが、テキストに記載してあり、講義の前にどういうものなのか学習して

おくことができたのでとても有用だった。

＜３．講義内容で特段興味や新しい知見を得られたと感じたか＞

「とても感じた」「まあまあ感じた」が７割以上を占めており、興味や知見の習得に役立った

ものと捉えられる。

（1）とても感じた  8 人

（2）まあまあ感じた 17 人

（3）普通      4 人

（4）無回答     4 人

図表 36 講義内容で特段興味や新しい知見を得られたと感じたか

＊ 「特段の興味や知見が得られた」内容

・ 展示会の開催には、地域の活性化等にもつながることについて非常に関心をもった。

・ ちょうど今日、ANA がデュッセルドルフへ新しく便を増設するニュースを聞いたところ

なので、MICE を通して地方空港などを元気にすることもできると感じた。

・ 展示会などでの企業の働きを少し想像ができるようになった。

・ 展示会で評価を受けている企業の存在を知ることができた。

・ 展示会を行うことで新商品開発のサイクルを同期し、社員のやる気を醸成していることを

初めて知った。

・ 就活していて、MICE 関連の仕事に興味を持った。

・ 展示会で、商談が本当に行われているのだと思った。

・ 世界の展示会はもっとビジネスに寄りであり、ビジネスを効率化するということ。

・ MICE は日本のメーカー（特に中小）に効果的に感じられた。

24.2%

51.5%

12.1%

12.1%

（1）とても感じた

（2）まあまあ感じた

（3）普通

（4）無回答
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・ 自分が知らない企業がグローバルに活躍しているということを知って興味を持った。

・ 展示会というと、企業が新商品の発表や商談のために行われるというイメージが強かった

が、展示会に向けて新商品開発のモチベーションにつながっていると知った。展示会が社

員のモチベーション向上の機能を果たす側面が、非常に興味深いと感じた。

・ 世界に比べて日本は会場が小さいけれど、ノウハウは劣らず、むしろ優れている点がある

と思うので、これからの成長分野として見込めると感じた。

・ 展示会の意義は、マーケティングのツールやコミュニケーションの場であるということは

知っていたが、それだけではなく産業界の活性化や地域の魅力の発信、経済効果の波及な

ど、とても大きな影響があることを知り、大変興味深いと感じた。

・ 日本企業が新技術や新製品を積極的に発信していることが新しい発見だった。

・ 大手ではない企業や一般では知名度の低い企業が展示会を有効活用してビジネスチャンス

を拡げていたこと。

＜４．本講義を受講したことで、学問、研究テーマとして興味を持ったか＞

「興味を持った」「少し興味を持った」が５割近くを占める一方で、「あまり興味を持たなか

った」も３割強みられ、反応が分かれた。

（1） 興味を持った         10 人

（2） 少し興味を持った     6 人

（3） あまり興味を持たなかった 12 人

（4） 興味を持たなかった      1 人

（5） まだ分からない        3 人

（6） 無回答            1 人

図表 37 本講義を受講したことで、学問、研究テーマとして興味を持ったか

＊ 「興味を持った」理由

30.3%

18.2%

36.4%

3.0% 9.1%

3.0%

（1） 興味を持った

(2) 少し興味を持った

（3） あまり興味を持たなかった

（4） 興味を持たなかった

（5） まだ分からない

（6） 無回答
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・ 企業のモチベーション向上のために展示会が活用されると考え、展示会が日本や海外も含

めた企業の活性化に大きな効果をもたらすと感じた。

・ 就活対象としてどうしても考えてしまった。興味は持った。

・ 展示会に参加した企業の前後、また参加していない企業の間で差異が出てくるのか。

・ たくさんの企業が関わる点について

・ 日本と世界のビジネス交流の場としての展示化に興味を持った。

・ どのようにすれば展示会に出展している企業は有効に来場者に自社のことをアピールする

ことができるのかという点。

・ 「展示会」と一言で言っても、そこに関わってくる人々は出展者や来場者のみならず、主

催者や展示場、DMO、DMC、宿泊、飲料、交通、関連者など多くの人が関わりを持ち、

各々に対してどのような効果、または全体としてどうなるのかを研究するのも奥深くおも

しろいと思う。

・ ユニークべニューという各国がどのような取り組みをしているか興味を抱いた。

・ 地域で展示会を開催することが、地域の情報発信となること。

＊ 「興味を持たなかった」理由

・ 金額などの定量的な話ができないと研究は難しいと思う。

・ もうすでに決めているため

＜５．本講義を受講したことで、この産業への就職に興味を持ったか＞

「興味を持った」「少し興味を持った」が６割弱となる一方で、「まだ分からない」も２割強

みられた。

（1） 興味を持った          8 人

（2） 少し興味を持った     11 人

（3） あまり興味を持たなかった 4 人

（4） 興味を持たなかった      1 人

（5） まだ分からない        8 人

（6） 無回答            1 人
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図表 38 本講義を受講したことで、この産業への就職に興味を持ったか

＊ 「興味を持った」理由

・ 前から興味を持っていたが、さらに展示会のすごさを認識したため。

・ 具体的な業務内容が少しだけ理解できたと思うので、具体的に将来を想像できた点。

・ 仕事の大変な部分ややりがいなど、何となく感じられた。

・ 多様な業界とかかわりを持つことができそう。

・ 地方自治体のアピールの場としても展示会は使われるなど気になった（公務員志望）。

・ 効率を求められる仕事にとても興味がある。

・ これから広がっていく分野である。

・ 展示会産業が果たす社会への経済効果の規模の大きさに興味を持った。

・ 東京ビッグサイトやサンシャインシティを就職活動の際に調べているので、事業内容が参

考になった。

・ 高い技術を持っているが、海外への販売チャネルを持っていない中小企業を支援できる点。

・ 展示会を開催するという側面からみると、いつ、どこで、どのようなことをやり、どの業

者を採用し、どういった行程で作業を進めていくかと、１から構成し作り上げていくのは、

様々な人々と関わりながらやっていくもので、とてもやりがいのあるものではないかと考

えた。

＊ 「興味を持たなかった」理由

・ 流通メーカーになどに入ってからの展示会産業との付き合い方に興味を持った。

・ 自分が主催側になるのは大変だと思うから。

・ 展示会自体が企業に何かを働きかけるように感じなかったため。環境、場所を提供すると

いう業務にあまり魅かれない。

＜６．本講義に対する理解促進のためにどのような知識の修得が必要と思うか（複数）＞

「観光政策」が最も多く、次いで「企画・設計の知識」「経済活動全般」「マーケティング」

24.2%

33.3%
12.1%

3.0%

24.2%

3.0%

（1） 興味を持った

（2） 少し興味を持った

（3） あまり興味を持たなかった

（4） 興味を持たなかった

（5） まだ分からない

（6） 無回答
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となっている。

（1）経済活動全般の知識 7 人

・ 経済全体の概論が分かっていれば、その中で展示会が果たす役割と明確に認識できる。

・ 展示会では色々な方が関わっており、広い分野と関連があると思った。

・ 国の掲げている方向性を理解した上で具体的にどのような動きがとられているかを知るこ

とで、理解が深まると思うため。

（2）企業経営についての知識 4 人

・ 企業の活動に密接にかかわっているから。

・ 展示会の必要性やその意味を理解するためには必要だと思うから。

（3）観光（特に MICE）政策の知識 20 人

・ 国、地方などの地域をあげた協力が重要であると考えるため。

・ 全体像を把握することによって、その企業の出展する意義や理由が一層理解できる。

・ どういった目的で展示会が行われ、どういった効果を及ぼすのかを知るため。

・ 展示会に出席するにも、特有のマナー、しきたり、ルールのようなものがあると思う。

・ 「展示会」というのは、我が国の観光立国推進のための施策である「MICE」の Exhibition
に相当するもので、観光を推進していくためにも重要なものであるという理解が前提にあ

ることによって、より興味を持って講義を受けることができると思う。

・ 日本の政策を具体例として挙げたほうが理解しやすくなると思うから。

・ その国の経済状況や観光への取り組みを知ることで MICE の重要性を感じられるため。

（4）マーケティングに関する知識 6 人

・ 人と人が会うお見合いのようなため心理学や関連のマーケティングなども必要と思う。

・ 経済波及効果を大きくするため。

・ 最大限お金を稼ぐという視点が重要であると感じたため。

（5）企画・設計の知識 9 人

・ 企画・設計の様々なプレイヤーが出てきて理解するのが難しかったため。

・ MICE を取り扱う上で、大まかな全体の流れと詳しい現場実情などを知りたいと思う。

（6）その他の知識   1 人

＜７．展示会産業についてさらに知りたいこと、意見や感想など＞

・ ビッグサイトなどの方などから授業内でもっと話をしていただけたらよいと思った。

・ 展示会場について興味がある（スペックや運営の方法）。

・ 開催までの過程で、例えば、どのような苦労があるのかを聞きたい。

・ 日本ではあまり知られていないような企業でも、海外の展示会を通して大変大きな功績を

あげているということを知り、展示会というのは、例えば、高い技術があるが自身でどん

どんアピールしていくほどの力がないといった企業にとっては、とても重要な役割を果た

しているものであることを理解することができた。
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②１月９日（木）（回答者：27 人）

＜１．テキストの内容は理解しやすかったか＞

「とても理解しやすかった」「まあまあ理解しやすかった」が約９割を占めており、理解促進

につながったものと捉えられる。

（1）とても理解しやすかった  5 人

（2）まあまあ理解しやすかった 19 人

（3）普通           2 人

（4）無回答          1 人

図表 39 テキストの内容は理解しやすかったか

＊ 「理解しやすかった」理由

・ コラムなどがとても分かりやすかった。

・ 文章が読みやすく、初学者には本当に分かりやすいと思った。ただ、内容の中で、特に大

事なもの、頭に入れておくべきもの等をアンダーラインとか太字にするなどがもう少しあ

ったほうが復習しやすいと思った。

・ カラーのグラフや写真、表などがあり、とても見やすかった。説明がただあるだけでなく、

途中に、“ビル・ゲイツ”などの有名人と展示会の関係などのコラムがあることで、最後ま

で興味を持って読むことができ、読みやすい（とっつきやすい）と思った。

・ 図表が多く、より具体的にイメージできることが多かった。

・ 教科書のようで分かりやすいが量が多い。

・ 数字が挙げられていた点がわかりやすい。特に国別・地域別の比較が明確で、図表も一目

で比較がわかるようなレイアウトであった。文字が多い印象を受けた。特に重要なものや

用語が色やフォントを変えて書かれているととても分かりやすい。

・ 読みやすい平易な文章で書かれている点が分かりやすい。

・ グラフ・表が多く使われ、データが見やすく、各国の比較などがしやすかった。

・ 図やグラフなどがあり、視覚的にも理解しやすかった。広さなどは講義で話されたように

18.5%

70.4%

7.4%

3.7%

（1）とても理解しやすかった

（2）まあまあ理解しやすかった

（3）普通

（4）無回答
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「ビッグサイトの何倍」というように、学生がよく知るものを基準にしていただけたらよ

り理解しやすくなると感じた。

・ 説明が詳しく書かれていたので分かりやすかった。

・ 古代、中世、産業革命以降と現在について世界の展示会の発展は理解しやすい。

・ 国別に視点を分けていたのが見やすく興味深かった。

・ カラー版、図や表が多い。コラムがあるので、知識をコラムでつけ、整理できる。

＊ 「理解しにくかった」「その他」理由

・ テキストを事前に読まなければ理解しづらい内容だった。

・ 図やグラフの部分しか色がついていないのでわかりづらいところもあった。

・ 内容は分かりやすいが、1 回の分量が多すぎて頭に入りきらない。探しにくい、目次がお

おざっぱである。

＜２．テキストは、講義内容を理解するうえで有用だったか＞

「とても有用だった」「まあまあ有用だった」が約９割を占めており、理解促進に大きくつな

がったものと捉えられる。

（1）とても有用だった  7 人

（2）まあまあ有用だった 17 人

（3）普通        3 人

図表 40 テキストは、講義内容を理解するうえで有用だったか

＊ 「有用だった」内容

・ 要点がもう少し視覚的に分かりやすいと良いと思う。

・ 世界の展示会場の具体例が知ることができ、全般で新しい知見が得られた。

・ 各国の展示会産業を詳しく知ることができておもしろかった。

・ テキストの内容として、各国の展示会産業の動向を様々なデータをもとに読み取るという

25.9%

63.0%

11.1%

（1）とても有用だった

（2）まあまあ有用だった

（3）普通
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ことでは、ぱっとみただけで事実を大まかに理解することができ、分かりやすかった。し

かし、例えば、４ページの“ドイツ、スペイン、イタリア”の伸び率がマイナスになって

いるということだけでなく、それは、「なぜ」なのかという疑問を感じたので、そのような

理由も記載してあると、さらに分かりやすいと思う。

・ 展示会の歴史がとても古いということやビッグサイトは世界では大きくないこと。

・ 国によって性格の違いや環境の違いがどのように展示会産業の動向に違いがあるか、興味

深かった。

・ スライドとテキストを両方使いながら分かりやすかった。

・ 世界と比較した上での日本の特徴を理解することができた。

・ ドイツが展示会産業に注力していることが改めて良く分かった。

・ 我が国の代表的な展示場についての紹介に興味がある。特に、神戸国際会議場の外観に深

い印象を抱いた。

＜３．講義内容で特段興味や新しい知見を得られたと感じたか＞

「とても感じた」「まあまあ感じた」が７割強を占めており、理解促進につながったものと捉

えられる。

（1）とても感じた  4 人

（2）まあまあ感じた 16 人

（3）普通      4 人

（4）無回答     3 人

図表 41 講義内容で特段興味や新しい知見を得られたと感じたか

＊ 「特段の興味や知見が得られた」内容

・ 各国の比較がおもしろいと思った。

・ 日本の展示会産業においては、主に、B2C タイプの展示会が多く、B2B タイプの展示会は

14.8%

59.3%

14.8%

11.1%

（1）とても感じた

（2）まあまあ感じた

（3）普通

（4）無回答
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少ないということが分かった。しかし、グローバル化で様々な国が参入してくるようにな

った今日では、B2B の展示会を増やす、また、どのようにすれば増えていくのかと具体的

に考えていく必要があると感じた。

・ 日本では、展示会産業はまだこれからで、国レベルのより多くの介入や外国と比較した際

のウイークポイントの改善等、やれることはあるのではないかと考えると、展示会産業に

携わるのもいいと思ったし、日本の成長が楽しみだと思った。

・ 日本では、現在、B2C が多く値段も安いが、一般の人の認知度があまり高くないというの

は課題なのではないかと思った（人材育成のために高校生、大学生の MICE の認知度を上

げるのは必要なのではないか）。

・ ドイツなど展示会産業が発達している国々の政策について具体的にみることができた。

・ ドイツでは、大学に展示会産業を担う学部があると知り驚いた。日本には、観光学系の学

部ですら少なく、専門性が低いと感じた。日本での展示会産業を発達させるには、ドイツ

のように、即戦力となる若いスペシャリストを育てる必要があると感じた。

・ MICE で日本は遅れていて、中国が強くなっていること。

・ ドイツの大学では、展示会産業の人材育成のための学部があるということに、日本とドイ

ツの差を大きく感じた。

・ 世界の展示会産業が発達していることは、日本にとっても希望の光、そうなれる可能性が

あると思えた。

・ 国別の展示会ビジネスを比べると、国土に応じた展示会場があり、どのようなビジネスに

力を入れているかを知った。

・ “展示会ビジネス”とは、普段学べるようなものではなく、本授業で学ぶことができて良

かった。

・ 「何でもできるというのは何もできないということと一緒」という言葉が印象的で、各国

の特徴を知ることができて良かった。

・ 展示会産業を牽引しているドイツでは、大学の学部教育から展示会産業の発展のための人

材育成に力を入れているということがうらやましく思い、興味を持った。

・ ドイツのメッセ会社が海外で活躍していること。

・ 展示会場の特色に興味がある。

＜４．本講義を受講したことで、学問、研究テーマとして興味を持ったか＞

「興味を持った」「少し興味を持った」が８割強を占めており、学問、研究テーマとしての興

味の深化につながった。

（1） 興味を持った          6 人

（2） 少し興味を持った     16 人

（3） あまり興味を持たなかった 1 人

（4） 興味を持たなかった      0 人

（5） まだ分からない        4 人
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図表 42 本講義を受講したことで、学問、研究テーマとして興味を持ったか

＊ 「興味を持った」理由

・ 各国の展示会産業は、それぞれにおいて特色があり、ドイツのようにメッセ会社という形

態として行い、また、アメリカのように施設や組織で役割が明確になっている。それぞれ

のメリットやデメリット、どのような効果をあげているのか、それをどのように日本に取

り込めば良いのかなど研究するのはおもしろいのではないかと考えた。

・ 日本と海外の違いがはっきりと分かり、日本がこれからどうするべきなのかという点。

・ 諸外国と日本の展示会産業における違いや強みなど。

・ UFI など世界中から集めたデータがあるので、世界の国々と日本との比較などを分野ごと

に見てみることもおもしろそうだと思った。

・ 展示場が上手く機能するためのインフラ整備。

・ 日本は展示会ビジネス新興国と考える。学問として学ぶのは有意義であるが、欧米、シン

ガポールなどの国々に追いつくには、国の支援は必要であると思う。学問通りの形に発展

させることができるのか、疑問は残る。

・ 今、力を入れて取り組んでいるということなので、活動の幅がどんどん広がっていきそう

な分野であると思う。

・ 各国の展示会産業と日本の展示会産業の動向を比較して、様々な工夫をしたり、強みを押

し出していけば、この産業は発展していくだろうという点。

・ 展示会産業における日本の強みについて。

・ 世界が注目し、様々な戦略を考えて産業を推進させている点。

・ 産業としてこれからもっと発達していくのだろうと思ったから。

＊ 「興味を持たなかった」「その他」理由

・ 定量的に比較、調査をできるのか、と思ってしまう。

・ 職業として興味は持てたが、学問としてはまだ。

22.2%

59.3%

3.7%
14.8% （1） 興味を持った

（2） 少し興味を持った

（3） あまり興味を持たなかった

（5） まだ分からない



110

＜５．本講義を受講したことで、この産業への就職に興味を持ったか＞

「興味を持った」「少し興味を持った」が６割弱を占めた一方で、「まだ分からない」も２割

以上となった。

（1） 興味を持った          5 人

（2） 少し興味を持った     11 人

（3） あまり興味を持たなかった 2 人

（4） 興味を持たなかった      2 人

（5） まだ分からない        7 人

図表 43 本講義を受講したことで、この産業への就職に興味を持ったか

＊ 「興味を持った」理由

・ メリットばかりの展示会のように感じたが、逆にデメリットはないのか気になった。

・ 日本の展示会産業は伸びしろがあり、自分がそれを成長させることができるかもしれない

と考えるから。

・ まだ成長できる市場だと思ったから。

・ 展示会産業は、その業界に影響するだけでなく、国全体や地域に対しても経済効果が波及

するような大きな産業であり、その仕事に 1 人の構成員として自分が携わることもできる

というのはとてもやりがい、達成感のあるものではないかと感じたから。

・ プレゼンテーションの優劣といったショービジネスのような点。

・ 観光（特にインバウンド）強化の１つとして考えることができると思われる点。

・ 日本では展示会産業をもっと拡大することができる余地があること。

・ デザイナー志望なので、世界中の人の目に触れるポスターやサイン計画、パンフレットの

デザインにとても興味がある。そのため、広告代理店の立場から携わりたい。

・ 運営について興味を持った。

・ ひとつのものを長期間にわたって創り出す点。

18.5%

40.7%7.4%

7.4%

25.9%

（1） 興味を持った

（2） 少し興味を持った

（3） あまり興味を持たなかった

（4） 興味を持たなかった

（5） まだ分からない



111

＊ 「興味を持たなかった」「まだ分からない」理由

・ 希望している就職先、業界分野がほかにあるため。

・ 興味を持たないわけではないが大変そうだと感じたから。

・ 就職はまだ考えていない。

＜６．本講義に対する理解促進のためにどのような知識の修得が必要と思うか（複数）＞

「観光政策」「経済活動全般」が最も多く、次いで「マーケティング」となっている。

（1）経済活動全般の知識 10 人

・ 我々が知っている展示会は、あくまで B2B2C のもので、ごく一部にすぎない。発展的に

考えるには、B2B の具体的なイメージをつかめるように、経済活動全般の知識は不可欠と

考えるから。

・ 展示会産業は、国や地域への経済効果があることはもちろんだが、大前提として「ビジネ

ス」として展示会が行われるということがあるので、その前提をまず理解しておかなけれ

ばならないと思ったから。

・ 自国、自分たちの地域はどのような分野が得意なのか、どのような分野を特化すべきなの

かを分析するために、まずは全体を見る必要があると感じたから。

・ 各国・各地の強みを知らないと、展示会産業の発展に必要な強みも捕えられないから。

・ 展示会産業は、経済の動向と密接なかかわりがあると思うから。

（2）企業経営についての知識 5 人

・ 何のために企業が見本市などに出展するかというと、企業の経営のためだから。

・ 企業の思考回路、動き方がまだイマイチ分からないので。

（3）観光（特に MICE）政策の知識 10 人

・ 観光政策についての知識が備わっていれば、展示ビジネスにおける具体的な施策の模索等

もできるであろうと思うから。

（4）マーケティングに関する知識 9 人

・ 知見として自分が持っていないため、そう感じている。

・ 魅力的な展示会、または、展示場とはどういうものかの知識を深めたほうが良いと思った

から。

・ 顧客にどんなサービスを提供するのかが大切だと思うから。

（5）企画・設計の知識 6 人

・ １人の思いつき（企画）がどういうプロセスを経て国家プロジェクトとなるのかが重要だ

と思ったから。

・ 展示会も１つのイベントだと思うので、そういったものを運営していく上での注意点など

もあらかじめ知っておけば理解が深まると思うから。

（6）その他の知識   2 人

・ 展示会は幅広い知識に関連するから。

・ 自国における産業の特色や歴史などの知識。各国で展示会に特色があるということで、自

国の知識と照らし合わせて、その違いを発見できると思う。
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＜７．展示会産業についてさらに知りたいこと、意見や感想など＞

・ 展示会産業は産業の発展につながること、ビジネスになることを大々的に宣伝して優秀な

人材を集めるべきだと思った。

・ 普段は法律の授業が多いが、観光におけるビジネスを学べて非常に興味深かった。

・ シンガポールのように日本も今後、強みを絞っていくと思うが、日本がどこを強みにして

戦っていくかが気にかかる。

・ 経済波及効果の額。婚活と同じような点が多いから、その比較などのコラムは面白い。

・ 日本の展示会の歴史が古く、明治から始まっていたことはテキストを読むまで知らなかっ

たので驚いた。また、日本の展示会はドイツと比べて規模が小さめであり、より大きい施

設を建てることや交通アクセスを便利にするなど、様々な課題があると思う。

・ 展示会を行うことはその開催地が注目されるため、直接的な関係がない機関や企業におい

ての取り組みに興味がある。
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第 4 章 展示会産業人材育成検討委員会の設置及び運営

4-1 検討委員会・ワーキンググループの設置

4-1-1 検討委員会・ワーキンググループの位置づけ

本事業では、展示会や MICE を専門とする、あるいは展示会分野に関心を有する関連分野の

大学関係者、展示会主催事業者、展示場運営事業者、業界団体等から成る「展示会産業人材育

成検討委員会」を設置し、検討を進めた。

また、教える側の立場を踏まえ、主に教材「展示会産業概論」の内容の具体的検討を行うた

め、検討委員会委員のうち大学関係者をメンバーとするワーキンググループを設置した。

4-1-2 メンバー選定の考え方

学術界（大学関係者）については、実際に大学にて展示会あるいは MICE の講義にたずさわ

っている、もしくは展示会あるいは MICE に対して高い関心を抱いている研究者を選定し、参

画を依頼した。

産業界については、展示会産業分野の幅広い意見を聴取するため、「主催者」「出展者」「展示

場管理・運営者」「関連機関」の各分野から企業や団体を選定し、参画を依頼した。

                                 （順不同、敬称略）

ワーキ
ンググ

ループ

メン

バー

氏名 役職

○ 山内　弘隆 一橋大学大学院　商学研究科　教授
○ 大橋　弘 東京大学大学院　経済学研究科　教授

○ 田邊　勝巳 慶應義塾大学　商学部　教授

○ 前川　佳一 京都大学大学院　経営管理研究部　経営研究センター　特定准教授

○ 田部井　正次郎 城西国際大学　観光学部　講師

○ 矢ケ崎　紀子 首都大学東京　都市環境学研究科観光科学域　特任准教授
○ 渡辺　厚 立教大学　観光学部　兼任講師

上野　裕昭
一般社団法人日本能率協会　産業振興センター　企画管理グループ

グループ長

田中　嘉一 リードエグジビジョンジャパン株式会社　常務取締役

アンドレアス・メルケ 株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン　代表取締役社長
出展者 片山　泰治 一般社団法人日本電機工業会　展博委員会　委員長

展示場施設 成田　康夫 大規模展示場連絡会（東京ビッグサイト　事業推進部長）

中川　明子 独立行政法人日本貿易振興機構　展示事業部長

浜田　憲尚 一般社団法人日本展示会協会　人材育成委員会　委員長

林　清文 全国展示場連絡協議会　会長
コンベンショ

ン
管埜　寛之 株式会社コングレ　取締役執行役員

分野

経営

観光

主催企業・

団体

関連機関

学

術

界

産

業

界
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4-2 検討委員会・ワーキンググループの運営

4-2-1 開催日程

検討委員会は３回、ワーキンググループは２回の会議を開催した。

4-2-2 議事概要

（1）第 1 回検討委員会

a）日時：平成 25 年 8 月 2 日（金）16:00～18:00
b）場所：経済産業省本館 ４階西８ 商務情報政策局会議室１（東京都千代田区霞が関

1-3-1)
c）出席者（順不同、敬称略）

  ①委員

   山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授

   田邉  勝巳 慶應義塾大学 商学部 准教授

   田部井 正次郎  城西国際大学 観光学部 講師

   前川 佳一 京都大学大学院 経営管理研究部 経営研究センター 特定准教授

   矢ケ崎 紀子 首都大学東京 都市環境学研究科観光科学域 特任准教授

   渡辺 厚     立教大学 観光学部 兼任講師

   上野 裕昭    一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 企画管理グループ

グループ長

   片山 泰治    一般社団法人日本電機工業会 展博委員会 委員長

   管埜 寛之 株式会社コングレ 取締役執行役員

   中川 明子 独立行政法人日本貿易振興機構 展示事業部長

   成田 康夫    大規模展示場連絡会（東京ビッグサイト 事業推進部長）

   浜田 憲尚    一般社団法人日本展示会協会 人材育成委員会 委員長

   林 清文     全国展示場連絡協議会 会長

   アンドレアス・メルケ 株式会社メッセ･デュッセルドルフ・ジャパン 代表取締役社長

会議名 開催日時 検討内容

第1回 平成25年8月2日（金） (1)事業概要について

検討委員会 16:00～18:00 (2)教材開発について
(3)国内及び海外のヒアリング調査について

第1回 平成25年11月1日（金） (1)海外ヒアリング調査　中間報告

ワーキンググループ 14:00～16:00 (2)「展示会産業概論」（仮）　執筆状況報告

第2回 平成25年12月3日（火） (1)海外ヒアリング調査　最終報告

検討委員会 13:00～15:00 (2)「展示会産業概論」（仮）　執筆状況報告
(3)実証講義の実施について

第2回 平成26年1月31日（金） (1)国内ヒアリング調査　報告

ワーキンググループ 16:30～18:30 (2)実証講義　報告
(3)「展示会産業概論」（仮）　執筆状況報告

第3回 平成26年2月26日（金） (1)「展示会産業概論」（仮）　執筆最終報告

検討委員会 13:00～15:00 (2)報告書（案）について
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  ②オブザーバー

   内田 浩行    観光庁 参事官（MICE 推進担当）

  ③事務局

   伊吹 英明 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課長

   佐藤 慎思 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   牧野 博明 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員

   菅野 正洋 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員

   岡田 美奈子   公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 研究員

   高橋 葉子 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 客員研究員

   守屋 邦彦    株式会社 JTB 総合研究所 主任研究員

   ※欠席      大橋 弘（東京大学大学院 経済学研究科 教授）

   ※代理出席    市村 賢一（リードエグジビションジャパン株式会社 第二事業部

長：リードエグジビションジャパン株式会社 取締役広報部長田中

嘉一委員の代理）

d）内容

（開会挨拶／経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課長 伊吹 英明）

・ 展示会産業において、人材育成は重要である。教材をどう作っていくか、委員の方々に多様

なご意見をいただきたい。実際に学生を採用する企業の意見を踏まえその教材をつくること

は、講座を作る大学側にとっても非常に意味があるものと考える。

※座長選出 →山内先生（一橋大学）を選出。

（委員就任／山内座長）

・ 本事業は、展示会産業の人材育成についての事業だ。以前、今回のように経済産業省の事業

で集客交流産業の人材育成を行ったことがある。一橋大学に経営学修士（ＭＢＡ）コース内

に「ホスピタリティ・マネジメントプログラム」を開設するなど、一定の成果があったと思

われる。

・ 展示会の意義は、その経済波及効果により、産業の活性化、地域経済発展等に寄与すること

である。そのためには、有用な人材を輩出することが重要だ。

（議題）

①事業概要について

・ 教材は、大学の学生向けの講義のテキストであり、また企業にも新入社員向けのテキスト

でもあるとのことだが、実証講義は何回やるか。

・ １コマ程度を想定している。後期の講義を決めていないので、柔軟に対応できる。２コマ

か１コマかは相談させていただきながら決めたい。

・ 見に行くことはできるか。

・ 委員に聴講いただくことも可能だ。
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②教材開発について

・ 教材は、骨子案の１～３章は基礎部分、４～６章が具体的な内容となっている。基礎と実

践の両面からまとめ、事務局が執筆をおこなう。

・ 日本は、世界の展示会産業の中で取り残されている。展示会は海外ではＭ＆Ａの対象とな

っており、資産価値があるものとして捉えられている。各国の展示会産業の成り立ちは違

うが、海外の視点をどこまで盛り込むのかによって構成が違ってくるだろう。主催者とし

て、展示会のマーケティングやセールスは重要なポイントである。

・ 大手の自動車会社の８割は ICT (Information and Communication Technology＝情報通信

技術）を使った広告・マーケティング立案をおこなう。そのような状況の中で、「展示会が

企業にどれだけのバリューをもたらすか」を意識して今後の人材に情報をインプットして

いく時代である。展示会産業においては、企業がキープレイヤーの一翼を担っている。ま

た、国の政策、銀行、自治体とのかかわり（補助金のスキーム）も取り入れてほしい。こ

の教材は、企業にかかわる方々の羅針盤にもなるだろう。

・ ご指摘の部分については、事務局側のヒアリング調査等でしっかりと押さえていきたい。

・ 展示会について学んだ学生の出口として、受け皿（就職先）がどのくらいあるのか。

・ アメリカ・フロリダやドイツでは、地域、自治体と大学の教育が密着しており、マーケッ

トが存在している。

・ アメリカ・フロリダにあるセントラルフロリダ大学では、「大学のクライアントは地元産業

界。学生はプロダクトであり、どんなプロダクトを供給するか」を考えている。こういう

発想が日本にはない。

・ 展示会を企業のマーケティング活動とみる視点は重要だ。フロリダでは展示会産業を、専

門分野ではなく、広い範囲を対象に位置付けている。

・ 教材は、大学講義で使われる他に、どのように配布（拡散）するのか。展示会関係者に教

材として使ってもらう方法もあるだろう。企業のマーケティング活動として展示会を活用

するイメージを浸透させたい。ぜひ、出展企業のところの記載を手厚くしてほしい。社会

人にも使いやすくなるし、これから企業人になろうとする学生にも効果的な教材となりう

る。

・ 海外の展示会は BtoB、商談の場であるが、日本はそこまでいっていないケースが多い。様

子見や情報収集目的がメインである。仙台では、被災地支援策として、割引料金で展示会

に出展できるようにしていた。日本国内では、割引などがないと出展できない企業も少な

くないのが現状だ。

・ まず、海外の展示会ルールを最低限知ってもらうことが必要だ。つまり、ヨーロッパは商

談の場であり、事前に情報を収集し、アポをとって来場するのが一般的だ。来場者も日本

とは異なり、決定権を持つマネージャー層が来る。一方、日本はパンフレット集めに留ま

っている。日本人にもその違いの説明が必要だろう。特に海外の展示会に出展する際には

重要である。当社が発行している「展示会マニュアル」でも、展示会の意義やドイツと日

本との違いに多くのページを割いている。

・ 出展者からの視点として ICT の活用は、海外でも重視されている。リアルとソーシャルを

どう結びつけるか。そういった事例も紹介してほしい。また、出展者側の視点として、海
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外の資格や認証制度の紹介も必要であろう。例えば、CTSM（Certified Trade Show 
Marketer）はシカゴ・イリノイ大学の資格で、このカリキュラムには出展者の視点が多く

含まれているので、参考にしていただきたい。

・ 国の違いがあるとは思うが、行政の関わりについて、盛り込んでほしい。教材の「第６章

展示場施設の対応」に関しては、施設を建てること自体、一種の街づくりのシンボルであ

り、街づくりの範疇だ。展示場施設の建設には、行政が関与しており、電車・バス路線の

計画もかかわる。展示場施設の学生採用人数は多いとは言えない。ニッチな産業だが、社

会貢献性の高い産業であり、そういう役割を持っていることを説明できるように作ってほ

しい。

・ 主催企業では、「社長を作るイメージ」で人材育成をおこなう会社もある。経営学の分野、

リーダーシップ、コスト管理など、経営者の視点も盛り込む必要があるだろう。当社では、

採用活動のイベントなどで、学生に自ら「展示会の企画」をさせることがあるが、学生は

生き生き企画を練る。実践的に展示会を学ぶ良い機会になっている。今回の教材について

も、展示会の企画そのものを授業にすることも考えられる。展示会に興味を持たせ、この

産業への関心を喚起する。

・ 近年は「総合展示会から専門性の高い展示会へ」「展示から商談へ」「海外マーケティング

を意識した展示の誘致」など展示会が変遷しているが、「IT との関わり」についても盛り

込んでいただきたい。また学生や社会人にとって、学んだことが何に活かせるのか。コン

ベンション産業で、展示施設で、また消費者として、自分が得た知識を活かすことができ

るということをイメージさせることも大事だ。

・ 展示会産業を知らない学生たちが多いので、まずは興味を持たせ、基礎を知るための教材

開発だと考えている。但し、地方の展示会についても盛り込む必要があると思う。初歩と

してのテキストが中心の位置づけだが、実践的な内容についてはケーススタディとして盛

り込む予定だ。

・ ここでいう展示会は、どのくらいの規模を想定しているのか。大規模な展示会だけでなく、

地方の都市ホテルで開催することもできるという発想があれば、学生はイメージしやすい

のではないか。（展示会も卒業祝賀会も、そのしくみは共通する部分がある。）文化ホール、

アリーナなどを想定し、身近なものから入っていくとわかりやすい。いきなり東京ビック

サイトや幕張メッセではなく、小規模なイベントでも共通している部分を示す発想が必要

だろう。

・ これまで出た意見を整理すると、①出展者側の視点での ICT の活用、②展示場施設の地域

との関わり（街づくり）や行政との関わり、③展示会産業の日本の特殊性（日本がガラパ

ゴスにならないように）など。これらが教材に盛り込めると良い。

・ 私は、出展者の立場であるが、社内に展示会の専門家はいない。周囲には、展示会につい

てよく理解していない人が多い。自分も上司に聞いて学んでいる。“かくあるべき”という

ものがない。聞いて学ぶしかない。今回の教材ができれば、新人向けの教科書としても使

えるだろう。展示会の本来のあり方を伝えるツールになると思う。企業は、展示会をマー

ケティング活動のひとつと捉えている。展示会をどう活用するか、そのメリットを知らせ

る必要がある。展示会は、その場で客の反応がすぐわかるというだけでない。ICT と絡め

て得られるメリットが明確になれば、自信を持って展示会を開くことができ、理解する人
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も増えるだろう。IR（Investor Relations＝企業による投資家に対する広報活動）の面から

も必要である。“なぜ展示会なのか？”そのメリットを示す必要がある。ROI（Return On 
Investment＝投資収益率）や展示会で交換した名刺の数だけでないものを示すことも重要

だ。

・ ドイツでは展示会は商談の場である。出展者の意識としては、展示会に出展することで受

注につながる（経済的な利益につながる）という考えだ。また、日本では補助金をもらっ

て出展する企業が多いが、ドイツでは出展者は補助金を期待しない。展示会に出展するこ

とは売り上げになるからだ。展示会は販売のためのツールだと認識している。そういった

ことを盛り込めば、補助金の依存を減らす方法になると思う。

・ インターンシップも必要だろう。こういうプログラムを受講するのはいいが、リアルな場

で展示会を見ることが重要である。見るだけではなく企画する、体験することでどんな能

力や知識が求められるのか考えるきっかけになる。日展協で推進することも可能だ。

・ 立教でコンベンション産業論を教えている。14～15 コマのうち、いくつか分を展示会にあ

てている。当初は、総論、体系が主で、「なぜ、社会経済効果のために展示会が必要なのか？」

という入り口の部分を教えていたが、問題発見につながらない。海外では、この学習をコ

ースや学科でやっている。１シラバスで 14 コマといった短時間でやっている日本の環境と

は大きな違いだ。アメリカのホテルや観光、コンベンション関連を教える学校は 400 校ぐ

らい。大半がコースで扱っていて、最大 4 年間で 2,000 時間受けた学生もいた。少なくと

も 400 時間程度。この分野のことを習得するのにはこのくらいのボリュームが必要である。

日本の場合は、入社して企業活動の中で専門家となっていく。立教大学では、ゲストスピ

ーカーを招いて実践の話も盛り込んでいる。展示会の実務経験者による講演は大人気だ。

ケーススタディからの学びは多い。社会を知ることで、学生のモチベーションは高まる。

IME（国際ミーティング・エキスポ）などの取材活動を通じて、地域社会や産業界では何

を問題にしているのかについてレポートを作成する。学生が一般企業に入るとき、MICE
や展示会の重要性を認識させ、マーケティングにおいて「なぜ展示会が必要なのか」を訴

求する必要がある。ただ、海外と比べると日本の企業ではマーケティング部門での展示会

の価値づけが非常に薄い。そこを強化するために出展者の教育として講座を活かしていく。

その活動が企業においてどれだけ ROI の高いマーケティング活動を生むのか、そのために

は、展示会の活用や展示会の参加の仕方（how to）を教えたらいいと思う。

・ 実証授業では、「展示会産業は将来性がある産業である」「将来、活躍できる分野だ」と学

生に伝えたい。教材の骨子については、主催者の視点として、コンペティター（競合相手）

の分析も求められる。また、ニッチなところで強みを持つことの重要性などの視点も必要

だろう。首都大学では副専攻として観光が選択できるダブルメジャーとなっている。資料

編として、関連する法律も掲載してほしい。実際に授業をすると、学生はインターンシッ

プに行きたがる。そういう出口を作ってもらいたい。ぜひ産業界にご協力・ご相談させて

いただきたい。

・ 展示会ビジネスの位置づけを明確にすることが重要。また対象は広くすることを念頭にお

いて編集していただければいいと思う。

③国内及び海外のヒアリング調査について
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・ 実証授業については、将来、学生も活躍できる余地があり、一緒に産業を作っていくとい

うニュアンスを含め相談させていただきたい。ヒアリングでは主催者側で企画される方は

コンペティターの分析、またはニッチな部分での強みを作っていく戦略を考えられる場合

があると思うので、それらが重要であるということがわかるように調査していただきたい。

・ 海外ヒアリングの際にぜひお願いしたい点として、メッセと自治体との関わりについて聞

いてきてほしい。ドイツは自治体が会場を持つケースが多い。デュッセルドルフの展示場

施設は、自治体が所有（市が８割、州が２割を所有）している。自治体は展示場施設をも

つことで、展示場施設から配当金を受け取っている。

・ 教材開発とヒアリングの相関はあるのか。海外調査では、出展者の動向に重きをおいてほ

しい。展示会産業が競争力を高める手段として考えられる。UBM（ユナイテッドビジネス

メディア＝本部は英国）をはじめ、海外のオーガナイザーが日本へ進出してきている。そ

ういう意味でも、海外の出展者の動向を探る必要がある。

・ 海外の展示会産業の動向については、業界の国際組織である UFI（世界見本市連盟）を中

心にまずは全体の動向を確認したい。出展者へのヒアリングについては、前向きに検討し

たい。

・ ヒアリングの対象は、主催者は大手だけなのか。各企業が主催するプライベートショーも

無視できない。つまり各企業が単独で自主開催する展示会などもあわせて、展示会を企業

活動として、どう位置づけているかなどの視点も必要だ。出展企業については、出展と自

主イベントの両方について聞けると良い。企業活動として全部盛り込むのが望ましい。

・ かつて電機会社のエンジニアだったので、CEATEC やコムテックスなども出展し、客に商

品の説明をしていた経験がある。当時は、他電機メーカーが出展する中で、出展しないと

いう選択肢はなかった。ROI などは関係なく、他社が出るから出ていた。お付き合いで出

る大規模イベントと、小規模だが密接なつながりをもてるものがある。展示会の規模の大

小で効果が違うのかもしれない。そういう意味で言うと、ヒアリング先も大企業、中小企

業といろいろあり、規模の違いからも効果を見る必要がある。海外の出展企業に、明日の

商売につながる視点を盛り込むことが大事だろう。

・ できれば、実際の現場、展示会の様子をまとめた動画（DVD など）が欲しい。授業の最初

で学生に見せたい。キャンパスが地方や大都市から離れていると、学生はなかなか見に行

くことができない。

・ そのようなビデオを自社で準備している。事務局から打診いただければ、提供することも

可能だ。

・ JETRO でもホームページ上で海外の展示会の様子等を納めた動画（テレビ番組「世界は今

‐JETRO Global Eye」http://www.jetro.go.jp/tv/internet/）を見ることができる。

（閉会）

（2）第 1 回ワーキンググループ

a）日時：平成 25 年 11 月 1 日（金）14:00～16:00
b）場所：公益財団法人日本交通公社 大会議室（東京都千代田区大手町 2-6-1)
c）出席者（順不同、敬称略）

  ①委員



120

   山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授

   大橋 弘       東京大学大学院 経済学研究科 教授

   田部井 正次郎  城西国際大学 観光学部 講師

   前川 佳一 京都大学大学院 経営管理研究部 経営研究センター 特定准教授

   矢ケ崎 紀子 首都大学東京 都市環境学研究科観光科学域 特任准教授

   渡辺 厚     立教大学 観光学部 兼任講師

  ②オブザーバー

   内田 浩行    観光庁 参事官（MICE 推進担当）

  ③事務局

   佐藤 慎思 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   重岡 智宏 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   牧野 博明 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員

   岡田 美奈子   公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 研究員

   高橋 葉子 公益財団法人日本交通公社 客員研究員

   太田 正隆    株式会社 JTB 総合研究所 主席研究員

   ※欠席   田邉  勝巳(慶應義塾大学 商学部 准教授)

d）内容

（議題）

①国内及び海外のヒアリング調査中間報告

・ ヒアリングの内容はとても興味深い。「出展料は面積に依存していたが、最近は展示会の価

値で決められている」ということだが、このあたりに日本の生き残りのカギがありそうだ。

展示会の価値というのはどういうもので、どのように算定して出展料を決めているのかお

聞きになられたことがあれば聞きたい。

・ これまでは単純に、１㎡あたりいくらなので何㎡だといくらという、かなり計算がしやすい

形でやっていた。今は、エンターテイメント要素や休憩スペースなど直接、商談には関係な

い部分も含めた付加価値を展示会につけて、その付加価値分も含めて料金に反映させる考え

方が広まっているということだった。

・ そこに出展したから、どのくらいの価値という話ではないのか。

・ 面積当たりで売るのは、一種の相場観のようなものがあって、IT 関係だとこのくらい、製

造業だとこのくらいというのがある。宅地造成に例えると、従来は土地代に造成コストをそ

のまま転嫁していたが、周辺環境を整えることにより、出展者がよりよい環境の中で行える、

あるいは優良な来場者が来る、もっといい話し合いが色々できるようになると、出展者が集

まりやすくなる。だから価値が上がり、高級住宅地として売れる可能性が出てくるというこ

とである。

・ その評価基準は何か。

・ 絶対評価ではないが、やはり規模的なものである。何カ国から集まっているか、どのくらい

の出展者数か、意思決定ができる来場者がどのくらい来ているかなどが価値基準となる。ア

ジアの特定の地域からしか集まらない展示会でも、アジアで商売したい人はそこへ来ればい
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い。それも含めて世界展開したい場合は、アジアではなく、ヨーロッパである程度集まって

いるところに行くほうが一度で済むということもある。

・ 日本では、パブリックショーのような展示会が多い。ブースに行くと商談ができないという

のが日本のひとつの特徴だろう。一方で、海外のトレードショーがアトラクションをつける

傾向にあるということでは、日本化している感じがする。

・ 日本の場合、全てではないが、多くのモノを陳列することで「展示会」という言い方をして

いるケースが多い。モノはあくまでも媒介であって、そこでは商談が中心であるため、アジ

アなどで伸びている。そこに付加価値として、経営者レベルのみならず、技術者や営業マン

も情報交換ができる環境を整えると、価値が更にあがるということだ。

・ トレードショーだからいいのかもしれないが、会場に対する入場者数ベースというところに

問題はないのか。ゆっくり商談ができないというような指摘はないか。

・ デュッセルドルフの「K」という展示会は、拡大を重ねながら設計されてきた。ニーズがあ

るから増やしている。また、来場者は必ずしも会場のすべてを見るわけではないので、広さ

とクレームは一致していない。ゾーニングがきちんとされていて、そこに同業種や類似の業

種が集まってくる。大きいから不便というような話はなかった。

・ 日本の展示会は陳列のイメージが強い。展示会といったり、見本市といったり、混在はして

いるが、どっちも見本を売っているだけのイメージである。

・ 日本で開催される国際ショーのなかには、海外出展者が小さいブースにポツンと一人、暇そ

うに座っている方が多い。そういう出展者は本当に商談だけをしているのだろう。

・ そういう方の多くは、日本の展示会に初めて参加して、そこでパートナーを見つけることや

自分の商品に興味を持つ人がいれば代理店になり、技術を買ってくれるかもしれないという

ことを期待して出展している。

・ 少ないコマ数の出展者への対応など調整しているのか。出展しやすくするために、新規出展

者に対して、優先的にスペースを配分し安くするなど検討しているのか。

・ 日本では、一部の協会において抽選で決めることもあるが、ヨーロッパではそういうことは

なく、テーマ性をきっちり持っている。大きいブースだけ集めるのではなく、バランスも必

要だと考えている。ビギナーには優先的にという話も聞いていない。

・ 日本では、バーターブースというのがあって、場所を貸すから、見た目の出展者数を多くす

るために無料で出展してほしいというようなことをしている。ヨーロッパではそういう話も

出てこなかった。

・ 展示面積に対する有料販売面積というのは、ヨーロッパはどのくらいで設定しているのか。

45％ぐらいか。

・ 資料にあった販売面積が基本的で、展示会の中での比率や構成などは出ていない。ただし、

認証するので、結果的には数字が必ず出てくるはずだ。

・ 出展者側が用意する部分とメッセ側が用意する部分はどうなっているのか。

・ 宅地で言えば、建売と分譲の違いだ。あまりお金を投資したくない人たちもしくはそこそこ

の人たちは、１個１個のブース、３ｍ×３ｍの建売を買う。これを「パッケージブース」と

いって、１つあるいは２つ買う。一方、お金持ちの人たちは自分たちの表現方法でやりたい

ので、そのまま分譲の土地を買って、100 ㎡や 1,000 ㎡などの大きさの場所に好きなものを

建てる。戦略の違いと投資コスト、表現方法の違いがでてくる。
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・ メッセ・デュッセルドルフでは「努力しないと負けてしまう」と言っているが、具体的には

どういうような努力をしているのか。

・ 計画プロセスの中では、一番トレンドにあうテーマにあったものを設定するが、３年後にそ

のテーマが陳腐化してくるかもしれない。逆に、そのときはその周辺産業だと思っていたも

のが、やがては主役に変わるという可能性もあるので、計画プロセスの中で、そういうもの

を見込んでプロモーションを行ったり、それに呼応したようなセミナーを開催したりする。

実際の運営では、細やかに各ブースの面倒をみるということだ。

・ 運営はあくまでもオペレーションなので、少し慣れればできるようになるが、むしろ、企業

に対するメンテナンスや次につながる出展者サービス、つまり終了後のフォローをどれだけ

行っていくかが大事である。普通の商品販売と一緒だが、売るためのアテンション、売る際、

そしてアフターケアのどこかの段階でいい加減にやっていると、同じような製品があればそ

ちらにいってしまう。

・ メッセ・デュッセルドルフでは、マーケティングに特に力を入れていることを強調していた。

世界 60 支店、120 数カ国を網羅して、地元のマーケティング、地元がどういうものを欲し

がっているかを調べて議論をして、こういう展示会をやろうと決めるとのことだった。他の

メッセに負けないようなマーケティングを行っているということだった。

・ メッセ・デュッセルドルフだけに限らず、ドイツでは施設が主催者であり、主催者が施設を

所有するというほぼイコールのイメージである。一方、幕張メッセも東京ビッグサイトも、

基本的には貸館となっている。一部については自分がオーガナイザーとなっているが、ビッ

グサイトの主催は航空ショーなど４~５件程度しかない。そのため、本来であれば主催をし

ていくことが求められる。自らの土地を増やすのが容易でない中で、会場を増やすためには

他の空いている土地を借りたほうが早いので、ドイツ型はみな世界中に出ていく。世界中の

土地の地上げを行い、高く売って１週間で回収して、どこかへまた出て行くという方式だ。

・ 土地を増やすというのは、自分の持っている土地ではなく、別の場所に出て行くということ

か。

・ メッセ・デュッセルドルフなどが有する 20 万㎡の土地は、どんなに回転しても 20 万㎡し

か売れない。世界に行けば無数にあるので出ていく。東京ビッグサイトでは、８万㎡強くら

いの広さしかない。外にいけば空いているところはたくさんある。そこをどのように活用す

るのかということだが、それは、展示会産業との関係、施設や産業界を見ながら考える。施

設が施設運営に特化するのであれば自分の土地を守ればいいが、それだけではオーガナイザ

ーの数が少ないような気がする。

・ 日本ではテーマ設定をしないということは、空いていれば入れてあげるということか。メッ

セ・デュッセルドルフでは、目的に合わない客がきたら、空いていていても相手に貸さない

ということなのか。

・ 自分で専有できる期間とできない期間がある。専有できない期間には借りてもらう。常に回

転率をみるチーム、興業として展示会をやるチーム、海外で展開するチームといくつかに分

かれており、全体で連結すると莫大な収入と税収になる。施設側にはある程度プライオリテ

ィーがある。展示会は２～３年後の同じ時期に行うので、自分たちの興業を優先に考え、そ

の隙間をどう埋め合わせるかということだ。他の主催者と内容が同じようなコンセプトの場

合は、時期を変えて開催するなどしている。露骨に断ることはしていないようだ。貸館の公
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共性も考慮している。

・ メッセの稼働率はどのくらいか。失敗例では 30％となっているが、デュッセルドルフの会

場の稼働率はどのくらいか。

・ 具体的なデータはないが、すでにスケジュールが埋まっているので、新しいテーマで入れる

こと自体が難しいという話をされていた。稼働率が高いということだろう。

・ ビッグサイトの問題点は、すでに稼働率が７割ということだ。満杯だったら新しくマーケテ

ィングする必要はない。メッセ・デュッセルドルフがマーケティングを重視して行っている

ということは、まだ会場に余裕があるということなのか。

・ メッセ・デュッセルドルフは所有施設のみならず、世界展開をしている。デュッセルドルフ・

ジャパンというメッセ会社が日本にあり、彼らは彼らで借主としてビッグサイトに支払って

展示会を開催している。日本での展示会主催企業としてやっている。ドイツは施設と密接で

あるが、オーガナイザー専門で行うところもある。

・ 今の議論は、学ぶ学生にとって非常に混在しやすいところだ。この部分を整理するためにも、

今回のヒアリングについて、会場経営、主催者としての事業について、ドイツ、アメリカな

どの状況を明確にしてもらうといいだろう。

・ 稼働率という意味では、ドイツの場合は主催する会社がたまたまそれを主催する会場も所有

して運営しているということなので、その会場をフル回転するための活動ということだろう。

マーケティングする対象は、主催するコンテンツ、イベントのほうのマーケティングだろう。

日本の場合はかつて、東京、大阪にそれぞれ主催団体が公的にできて、そこに会場がないと

いけないということだった。結果的に、今は、主催は４～５件しかなく、むしろ貸館業者と

して、公的なハコモノとしての形態に変わってしまったということだ。アメリカでは 99％
が貸館業で、それでいて世界有数の展示場総面積を持っている。デュッセルもハノーバーも

自分たちのデスティネーションでは限界にきているとすれば、明らかに主催会社として外に

出ていく。そういう意味合いを持たせて整理していただければいい。

・ ドイツは、中国の施設に投資や出資もし始めている。

・ 東京、大阪の産業経済界として、マーケティングのインフラであり、産業インフラである展

示場をもち、そこでやっていただく、そうした観光的な消費経済効果のみならず影響は大き

い。東京都もそういう位置づけでビッグサイトをみていると思う。

・ 人材育成の目的としてはどういうことになるのか。主催者側になる人材の育成にはそれぞれ

あるが、貸館や独立した主催者団体の人材は、どういうイメージになるのか。

・ ドイツの場合は、民間会社なのか。民間人を育てるのか、公務員を育てるのか。

・ ドイツの場合は公設民営で、運営は会社組織でやっている。

・ ドイツは、見本市を開催するために施設を作った。見本市を主催するということが重要であ

ると考えており、毎年出展する海外の企業が増えている。一方、大阪や東京の見本市協会な

どは、見本市が日本の流通経済に大切だということで作られた。日本では問屋が発達してい

るということもあり、貸館業が専門になっていったという経緯がある。

・ 教科書で人材を育て、そして育った人材は流動していかないといけない。流動するためには、

絶対に運営が必要だ。埋もれた部分は、非常に重要な部分である。貸館にしても、運営を理

解していないとできない。そこの部分は、しっかり教材に入れておく必要がある。そして、

そこに魅力があって面白い部分だと思われる。
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・ モーターショーはビッグサイトがやっているのか、自動車工業会がやっているのか、広告代

理店がやっているのか、一般の人にはよく分からない。分からないけど行けば楽しい。こう

いう仕事をしてみたいと思っても、どこに就職すればいいのかもわからないというのが実情

だ。

・ 施設からみた場合、オーガナイザーからみた場合、出展する企業からみた場合という形で、

展示会産業、展示会の簡単な構造みたいなものをここで示すと良い。そうすれば、どこにノ

ックしてどこに行けばいいのかということが各々の立場で理解でき、うまくまわることにな

るかもしれない。運営会社の中には、当日だけ運営するオペレーターのような会社がいっぱ

いある。オーガナイザーと必ずしもイコールではない。

・ 何年も前からテーマ設定をして、全体をコーディネートしていくという、そういうデザイナ

ーのような部分に醍醐味があるように思う。

・ 自分はアクターやアクトレスにはならないけど、表に見えない地道な映画のプロデューサー

のような仕事や現場監督のような仕事をしてみたいという人もいる。

・ プレイヤーの構造的なところがあればわかりやすい。後期から首都大学で、観光庁さんから

多大な協力をいただいて MICE の講座を行っているが、そこでは「C」（Convention）と「E」

（Exhibition）をそれぞれ集中的に教えている。2.5 コマ行ってみたところで、学生にとっ

て一番理解できなかったのが、多層なプレイヤーがいて、それぞれどんな仕事をしているの

かについてだった。最初は IMF（世銀）の年次総会の事例を見せて、こんなに大きなコン

ベンションが日本でできたということ、そしてここにはこういう人がいて、こういう人が集

まって、仕込みはこれぐらい長くてといった具体例を示すと、何となくイメージできたよう

だ。しかし、いまひとつピンとこないので、概念図で示して復習すると、ようやく頭に入っ

ていく感じだった。その後学生は、この仕事をするには自治体に勤務すればいいのか、それ

とも別のところなのかというような発言があった。

・ 設営から撤去まで実際にコンベンションや見本市の会場をしつらえる早送りのビデオをビッ

グサイトさんが作成しているので、それをお借りして学生に見せたところ、興味を持つ学生

が多かった。最後に、自分たちはどこに興味を持ってこのビジネスをみているかという議論

も行った。

・ MICE 講座において、観光産業の人たちとしっかりと話を聞く社会人交流会という機会を

持っている。そのなかで、有名ホテルの女性支配人の方を招いて話を聞き、その内容を学生

に伝えると、そのネットワークを通じて学生が自分たちでその有名ホテルにアポをとり施設

見学に行くようになった。現場の話は大変興味があるようだ。

②教材開発について

・ 資料としてはとてもおもしろい。ただ、自分が先生になった場合、この教科書に基づくと、

日本の展示会産業の現状はどうなっているか、という問いになる。しかし、私が問いたいの

は、この展示会産業が抱える課題、そして、あなたなら、今後どうやっていきますかという

ことだ。そうなると、応用編になるかもしれないが、ここに書かれていることが、それに答

えるための内容としては物足りなく感じられる。

・ 展示会施設や企業の方と話をしていると、とても危機感を持っている。今後、新しい展望に

入っていかないと我々の産業に先がないと言っていた。指定管理者などいろいろ論点があり、
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抽出するのは大変だと思うが、ある程度、そういう分野だということ、可能性も危機感もあ

るということも入れる必要があるだろう。

・ 施設のデータについても、それぞれで異なっているが、その背景なども示すことができない

か。記載が難しいようなら、よく最近の教材にあるように、現場の方へのインタビュー的な

ものを掲載するなどがいいだろう。ここの施設はこういう部分が課題で、業界としてはこう

いう課題があるなど掲載することもできるだろう。

・ この指摘は、コラムという形にできるだろう。今、いくつか案が出ているが、こういう形で

今後入れていくことになるだろう。

・ ケースやシナリオみたいなもので、誰かを主人公にして何かストーリーを作ってみるのもい

いと思う。臨場感が出てくるのではないか。

・ 文字ばかりでは見ていてつまらないので、コラムをたくさん作り、教材の間に入れることを

検討している。

・ 経産省がなぜこういう人材育成を行うのか、まだピンとこないところがある。目標は記載さ

れているが、実際はこういう苦労がある、というような部分があればいいだろう。

・ 非常に折り目正しい教科書だが、学生の心を熱くできるかというとちょっと不安なところが

ある。学生に授業をする際も、展示会に行ったことがあるのは何人いるのかも疑問だ。１回

でも行ったことのある人とそうでない人では、全くこの内容の理解の仕方が違うだろう。あ

とは、この教材の運用の仕方なのだろうが、授業期間中に、１回は展示会に連れていくとか。

本物を絶対見せたほうがいい。

・ 授業期間中に展示会に行ってほしいと思って、東京ビッグサイトさんから無料券をもらって

配っている。今は動画が充実しているので、東京ビッグサイトさんから隔年で主催している

「JIMTOF」（日本国際工作機械見本市）のメーキングビデオ（約 9 分）を借りて、学生に

見せている。また、JETRO さんからは「Foodex Japan」の会議とか展示即売のような色々

なものが動画になっている約 9 分のインターネットテレビ局のものをご提供いただき、学生

に見せている。そのようにして、学生に展示会をイメージしてもらっている。そもそも学生

が基礎知識として「展示会とは何か」を知っているか、あるいは企業活動のイロハを知って

いるかによって、授業の理解度が全く違ってくる。首都大学東京では、観光の授業をとる学

生の専攻は、経営や法律、都市計画など様々である。MICE に関しては、経営専攻の学生が

かなり多いので、それを前提とした教科書にするのか、色々な人に興味を持ってもらうスタ

ンスにするのかで教科書の内容は変わってくる。

・ 企業はなぜこうした展示会を使わなければいけないのか、企業は新製品をこういうサイクル

で発表するから展示会が必要だということを示す必要がある。日本には問屋というものがあ

り、昔は展示会の必要性がなかったが、今は販売形態が多様化しているので、問屋ではイノ

ベーションのスピードについていけない。そして、流通にも色々な変化が起きている、とい

うようなことを最初にコンパクトに伝えなければならない。

・ その点については、行儀よく書かれているので、実感があまり伝わってこない。

・ 知識ベースと情報量、カテゴライズ戦略という点では十分と感じる。但し、ハウツーは大事

だが、WHY(なぜ？)がここから見出せない。そういう意味では、問題発見や課題、「なぜ、

産業界や企業、法人にとって、展示会が必要なのか」ということが冒頭にあるべきだと思う。

展示会の出展者にとって「展示会の意義は何か」という書き方から始まっている。しかし、
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展示会の出展者にとってではなくて、産業界、経済界、あるいは、国の産業政策というもの

の中で展示会がどう必要だったのか、また現在はどう変わってきたのかというところをしっ

かり示しておけば、今の日本の展示会産業の課題も明確になってくるだろうし、そこから世

界にどう展開していくのかということも分かってくるだろう。

・ 欧米の展示会は商談行為が中心で、非常に長い時間滞留し、そこで情報交換だけでなく商談

にもつなげていくことが目的となっている。企業や法人にとって、展示会や MICE の予算

の出所はどこなのか。外資系やグローバルカンパニーにとっては、完璧にマーケティング予

算に位置付けられている。一方、日本の産業界においては、広告宣伝費、あるいは、余剰利

益の消化先、他のメディア、媒体と同じような位置づけでしかない。そこの部分をしっかり

とおさえる必要があるだろう。

・ これまでは内需が異常に大きかったために、日本とアメリカだけは展示会産業が内需のため

に位置づけられ、出展者も外国から呼び、来場者も基本的には内需主導でできた。変わった

のはこの 10 年くらいだ。アメリカはまだまだ大丈夫だろうが、日本では圧倒的に内需が崩

れて外需中心となるなかで、この展示会産業がこの場所で本当に成り立つのかどうかという

時期にきている。そうしたときに、日本の展示会産業の一部は、もはや、日本で展開するよ

りも、アジアなどの新興国に出てコンテンツで勝負していこうというところがでてきている。

そういったグローバル化、マーケットの巨大化のなかで、企業や産業界が世界の標準化とロ

ーカライズをどのように捉えており、そしてその中で展示会というものがどのように位置づ

けているかが重要である。これからの日本を考えるなかで、展示会をどのように変えていく

かということが大事な課題である。今は、開催地とそこのマーケット、展示会というものが

固定されているように感じられるが、そうではない。そのあたりをこれから少しずつ加筆し

ていただければと思う。

・ 学習指導要領に沿った高校の教科書の印象で、よく整っている。ただ、今回の対象は高校生

ではなくて大学生なので、比較的バラエティに富んだ書き方もできると思う。あまりがちが

ちに考えなくていいのではないだろうか。

・ 日本経済の置かれている現状があって、その中でいかに展示会の置かれている立ち位置が変

わってきているかという視点がほしい。そのなかで、展示会の重要性が非常に高まっている

という目線さえ失われなければ、全体の背骨ができてくるだろう。

・ 前回も少し触れたが、この教材で対象としている展示会は、今、大型展示会になっている。

展示会には色々ある。効率的な展示会を並べるのであれば、小規模のものでも該当するもの

がある。たとえば、ホテルでやっている宝飾展の中には、大きな収益になっているものもあ

る。そういう意味では、「日本の展示会開催件数の推移」に示されている件数はこれだけか

というような誤解を招くこともある。「小規模施設で開催されているものは除外している」

というような注釈が必要だと思う。アメリカの展示会の数に比べると違和感もあるので、そ

ういう点に触れたほうがいいだろう。施設はホテル内の施設についても触れておく必要があ

るだろう。また、CEM（Certified in Exhibition Management）のほかに CMP（Certified 
Meeting Planner）も触れておいたほうがいいだろう。

・ 方向性としては、みなさん、同じご指摘だろう。最初に「定義」と出てくると高校の指導要

綱に沿った、がちがちのものになる傾向がある。

・ 実際どのようにやっているのかという図やフローを入れると分かりやすくなるので、それを
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入れたいと考えている。基本的な展示会にかかわるプレイヤー、大きなプレイヤーとそれを

支援するサプライヤーの構造などを分かりやすく入れる。

・ 今年度は無理かもしれないが、教材にプラスして動画で紹介できるものがセットになってい

ると分かりやすいと思う。都心にある大学は問題ないだろうが、展示場から遠い郊外にある

大学では、授業中に実際に展示会に連れて行くのは無理である。教材と動画のセットで考え

ていただけると教えやすい教材になるだろう。

・ 展示会の歴史が書いてあるが、明治時代に松阪の有名な牛肉屋が牛肉を博覧会に出品したこ

とで、松阪牛がブランド牛になったという話を聞いたことがある。

・ そういったいにしえの例と、最近の展示会をきっかけに伸びたベンチャーの事例があると、

とても魅力的な教材なるだろう。

・ 最初の定義の部分などは、言葉の整理が必要だろう。定義として掲載している公式サイトが

あるので、そこはそのままにし、補足的に簡潔にわかりやすくする。それとは別に、簡単な

言葉のインデックスはつけたいと思っている。

・ MICE の「E」が、Event なのか Exhibition なのか分かりづらい。CtoC や BtoC を入れる

と分からなくなってしまうので、BtoB ということを前提にまとめたほうがいいだろう。業

界では、最近はビジネスイベントの総称で MICE としているが、これはビジネスの視点で

位置付けているのか。

・ 旅行でいうと「レジャートラベル」と「ビジネストラベル」があり、「ビジネストラベル」

の中の MICE（MICEE）、すなわちビジネスイベントとして位置付けている。

・ 以前、MICE 人材の講義を聞いていた印象に残っているのは、どういう人材が MICE 人材

に向いているのか、というところで、「他のことはできないが、飲み会の幹事ならできると

いう人」というのが印象的だった。人の世話ができる人ということだが、そのくらいの遊び

心があるといいと思う。

・ MICE の出展効果について、出展者は展示会を通じてリクルートを行うこともあることを

入れてほしい。社会人に対して、日本の場合は学生に対して訴える。企業にとっては、出展

を通してマーケティング戦略になっていること、そして商談だけでなく、リクルーティング

のための目的も含まれているということは重要なことだ。

（閉会）

（3）第 2 回検討委員会

a）日時：平成 25 年 12 月 3 日（火）13:00～15:00
b）場所：公益財団法人日本交通公社 大会議室（東京都千代田区大手町 2-6-1)
c）出席者（順不同、敬称略）

  ①委員

   山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授  

   大橋 弘          東京大学大学院 経済学研究科 教授

   田邉  勝巳 慶應義塾大学 商学部 准教授

   田部井 正次郎  城西国際大学 観光学部 講師

   前川 佳一 京都大学大学院 経営管理研究部 経営研究センター 特定准教授

   矢ケ崎 紀子 首都大学東京 都市環境学研究科観光科学域 特任准教授



128

   渡辺 厚     立教大学 観光学部 兼任講師

   上野 裕昭 一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 企画管理グループ

グループ長

   片山 泰治    一般社団法人日本電機工業会 展博委員会 委員長

   管埜 寛之 株式会社コングレ 取締役執行役員

   田中 嘉一 リードエグジビションジャパン株式会社 常務取締役

   中川 明子 独立行政法人日本貿易振興機構 展示事業部長

   成田 康夫    大規模展示場連絡会（東京ビッグサイト 事業推進部長）

   浜田 憲尚    一般社団法人日本展示会協会 人材育成委員会 委員長

   林 清文     全国展示場連絡協議会 会長

   アンドレアス・メルケ 株式会社メッセ･デュッセルドルフ・ジャパン 代表取締役社長

  ②オブザーバー

   内田 浩行    観光庁 参事官（MICE 推進担当）

  ③事務局

   伊吹 英明 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課長

   佐藤 慎思 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   重岡 智宏 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   牧野 博明 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員

   岡田 美奈子   公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 研究員

   高橋 葉子 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 客員研究員

   太田 正隆    株式会社 JTB 総合研究所 主席研究員

d）内容

（議題）

①海外のヒアリング調査 最終報告

・ 韓国は４ヶ国語（韓国語、中国語、英語、日本語）に対応しているようで、利便性に配慮さ

れているようだ。

②「展示会産業概論（仮）」 執筆状況報告

・ これを使って、矢ケ崎先生のところで授業を行うことになる。講義までに教材の全部ができ

あがるということではないが、とりあえずこれを使ってみるということだ。

・ 主に、前半部分の第１章（展示会とは）、第２章（世界の展示会産業）、第３章（我が国の展

示会産業）くらいまでを使う予定だ。

・ 教材の内容について２点ほどある。まず、展示会の主要プレイヤーの部分で、電気や装飾な

ど、色々なサービスのサプライヤーがいるが、国によってその呼び方や役割が変わることが

ある。たとえば、アメリカやシンガポールでは、ゼネラル・コントラクター（ゼネコン）と

いう大きな会社がすべてのサービスを提供する仕組みになっている。これは、ユニオンなど

の問題などがあると思う。日本の場合は、そういう会社がないので個別の発注になる。ただ

し、展示会ではゼネラル・コントラクターという言葉がよく出てくるので、索引のようなと

ころで触れたほうがいいと思う。２点目として、コラムでいいと思うが、11月の初めにコン

ベンション関連で IKKA という国際団体の会議に出席して伺った話がある。展示会場の一つ
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のマーケティング・ツールとして、ネーミングライツ、たとえば、“展示ホール１”を A 社

が提供しているなら、「A 社○○ホール」というように、展示場全体、あるいは、一部につい

て、ある種のスポンサーシップの形で組み入れる傾向が出てきている。会場を貸すだけでな

く、スポンサーなど多様な形が出てきているというトレンドの話だが、こうしたこともコラ

ムに入れられるのではないか。

・ コラムが増えた分、以前よりもワクワク感がよくなったようだ。ただし、学生がこれを読ん

だときに高揚感の面でどうかというところもあり、３点ほど提案したい。

１点目は、「第１章 展示会とは」の中に、お祭り感というものも入れたらどうか。コミュ

ニケーションの場ということでもいいし、出展する側も年中行事で、一種のお祭り感覚もあ

り、展示会前の１週間は徹夜だということもある。そういうようなワクワク感がほしい。必

要に応じて、出展者側の祭りの高揚感などは、入れた方がいい。

２点目は、DMO/DMC については、さらっと書いてあるので、具体例などを入れると良い。

おもしろいことやっていて、重要だということが学生に伝わるだろう。日本ではそういうよ

うな DMO/DMC の機能が難しいかもしれないという形でもいいだろう。

３点目は、ROI は簡易な数字でいいので、具体的に示したほうがいいだろう。数字上ではマ

イナスだが、出展評価はものすごくいいというような具体例があったほうが、学生には現実

感がある。シミュレーションもいいが、実例があったほうがわかりやすい。

・ 委員の方にもご協力いただいて、現場の雰囲気を伝えられるようにするといい。

・ 日本展示会協会の人材育成委員会では、来年４月からこの業界に入る新しい人材に対する育

成プログラムに今回の教材を使えないかということを検討中だ。学問とは別に、これからビ

ジネスをやろうという人に対して落とし込む上で、この教材の内容がどうかを考えていた。

全体の印象として、現地調査の関係から海外のボリュームが多いが、それに比べて国内が少

ない。国内の展示会産業は、海外に比べて遅れているということもあるが、我が国の展示会

産業も期待できるという面ももう少し示してほしい。国内と海外のバランスも考慮しながら、

将来性や方向性を膨らましてほしい。日展協でも、これをベースにしながら、アレンジやサ

ブ教材などを検討したい。

・ サブ教材の内容に興味ある。どういうものか。

・ 主催者向けとなると、展示会の分野ではどういう能力が求められているかというところがこ

の教材からはピンとこないので、その部分を事例など入れながらアレンジしていくことを考

えている。

・ サブとはいわずに本編に入れたらどうか。

・ 経験していないと、現場をみていないとわからない、という展示会の本質的な問題がある。

写真でみてもはっきりわからない部分がある。一つの展示会を通して、生の写真をふんだん

に盛り込みながら様子を語っていくのがいいと思う。経済効果や出展者の重要な判断、販売

やマーケティング・ツール、外国人の来場が多いなど、現場の感覚を感じ取ることが必要だ

と思うが、現時点ではアイデアはない。

・ この教材は総論ということで、展示会に関わっている主催者、会場、出展企業など色々なプ

レイヤーを含め全部にまたがった総論という考え方でいいのか。どういう人材を育てるとい

うことではなく、一般教養を身につけるという位置づけか。

・ 全体を俯瞰するということだ。写真の件だが、ストックはたくさんあるが、個別の企業名が
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出てしまうなどの課題が多い。支障がなさそうな写真をご提供いただくことは可能か。

・ 当社の場合、会社案内の中で、まず「展示会とは何か」ということを写真入りで説明してい

る。説明会でも「展示会が何か」から始まるという普通の企業ではありえないことをやって

いるが、この方法が一番理解してもらえる。よろしければその写真を参考資料としてご提供

する。その写真をご覧になれば、高揚感という意味でも、学生が何となく楽しそうだという

雰囲気を感じてくれるだろう。

・ 展示会に参加した経験のある学生と、経験のない学生で、理解度が違うだろう。たぶん、講

義でもビデオなど活用することが必要だろう。

・ 委員の方が指摘していることは共通している。必要なことは淡々と書いてあるが、それだけ

で終わってしまっていて、臨場感や現場にいる感じが伝わってこないということだろう。写

真やコラム、事例など、もう少し入れたほうがいいだろう。

・ 首都大学で今年から始まった MICE 講座では、MICE のそれぞれの概論しか学ぶことができ

ないと思っていた。前半のコンベンションの講義はほぼ終わりつつあり、国際会議を語るう

えで外国人の派遣なども相談したが、結果的にこの事例を知っていればいいという捉え方が

あり、観光庁、JNTO、PCO、開催地の自治体、コンベンションビューロー、そして施設（展

示場）の方々が様々な形でご協力してくださった。知っておくべき国際会議として掲げた、

IMF 年次総会、横浜でやった TIKAD（アフリカ開発会議）、国際泌尿器科学会（福岡）の３

つの事例については、色々なアクターの立場から誘致・運営に至るまで、学生の頭の中にも

しっかり理解できたと思う。マーケティングなどでよくあるように、王道の事例については

知ることができた。展示会についても、今回使用する教材（第１章～第３章）は学生に予め

読ませておいて、講義では PPT のサブ教材などでビジュアルで見せようと思っている。その

際に、知っておくべき「E」（Exhibition）の事例を教えてほしい。

・ 事例はたくさんあり、グッドプラクティスというものはいくつもあるので絞ってご提供する。

・ 日展協でもアワードをやる予定で、今年の受賞展示会なども参考にしていただければと思う。

・ 学生がビッグサイトに行ったことがあるかないかで理解度が全く違う。成田委員にご協力い

ただいて、ご招待席をいただき、学生には講義前に行ってくるように伝えた。中川委員にも

ご協力いただき、JETRO の HP 内にある FOODEX JAPAN の動画をご紹介いただき、学生

にみておくように伝えた。それに加えて、いくつかの知っておくべき事例を積み重ねないと

学生の理解は十分にならない。経営専攻の学生ばかりではないので、感度が一定ではない。

・ 教材案には、基本的なことは書いてあってしっかりしている。サブ教材も必要だが、それに

出てくるような臨場感のようなものも、本編に付け加えてほしい。

・ 第５章の「出展企業からみた展示会」の中に、「１．出展の目標と効果 （１）目標の設定」

というところがある。この中で、JETRO を通して海外の見本市に出展する場合は、「販路開

拓」が直接的に最も大事になる。国内なら情報収集や業界動向を知ることやマーケティング

という色彩が強い。中小企業が海外出展の場合には、ここに留意することが重要だと強調し

ていただきたい。また、「５．展示会終了後」の「（２）来場者（バイヤー）へのお礼」につ

いては、お礼だけではないので、「来場者（バイヤー）へのフォローアップ」としたほうがい

い。

・ 教材は学生がメインの対象となっているため、こうした構成なのは理解している。しかし、

JETRO の仕事を通じて配布検討していたが、出展企業からの視点が少ない。他の部分のボ
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リュームが多く、活用してもらえるか不安だ。出展企業も忙しく、なかなかみてもらえない

かもしれない。各地方自治体に配布することは、展示会の全体がわかるのでいいと思う。

・ 教材を、出展者の方々にも魅力的にするのはどうしたらいいか。

・ 出展者に該当する部分だけ抜きずりにして冊子にできれば使ってもらえるかもしれない。

・ 学生対象の概論知識としては、この内容でいいと思うが、出展者の立場からすると、成功の

秘訣など本質的なことも知りたいと思う。これは、高揚感にもつながってくるだろう。学生

ならいいかもしれないが、出展企業に向けては、そうした成功のカギを伝えることなく、知

識だけでは物足りない。たとえば、「アンケートなども一工夫が必要」とあるが、それが何か

を明記してもらいたい。また、ROI の部分で「ROI はかくあるべき」というところも、出展

者側からはつらいところだ。欧州や韓国でも、出展することに意義があるという話もあった。

・ 成功体験をお持ちの方にヒントをもらわないと難しいだろう。事務局のほうで情報をもらっ

て、その辺も含めて、面白い話を入れたほうがいいだろう。

・ 海外ヒアリングのところに戻るが、「日本企業は出展のやり方が下手」という記述があるが、

これは具体的にどういうことか。

・ 出展者の立場で海外調査に参加した際にお聞きしたので、感じたところで話したい。世界レ

ベルの化学メーカーの方で、以前は日本の企業にいて転職された。海外の企業は、展示会で

お金をかけて目立つブースを出すようにと、見せることを重視している。一方、日本はチマ

チマとこぢんまりとしたものが多く、何かというとお金をかけるなということだった。

・ 日本の出展企業の弱いところはコンセプトがない、何をどうやって展示するかがわからない、

ブース装飾にできるだけお金をかけないというところ。逆に、ヨーロッパの企業は、素敵な

ブースをつくって、見せたい、売りたいものをきちんと見せる、そして、メッセージを絞っ

て出している。日本の企業のブースの悪事例の写真は何枚もある。通常、１コマのブースが

あって、ポスターを貼って、その前にテーブルを置いて、お客さんが来るのを待っている。

そこで、食べる、寝るなどしている。一方、ヨーロッパの企業はブース装飾やブースのコン

セプトも違う、ブースの構成も違う、なおかつ、出展の準備が違う。日本はブース装飾がま

ずい、コンセプトがない、事前の準備がない、という３つの弱点がある。日本はきちんと準

備する文化があるが、メッセについてはそれをやっていない。

・ 本質的に悪い、ということか。

・ どうやったらブースに人が集まるかというのが重要なヒントとなろう。アポなどの予定がな

い時間に、ブースで何をやっているかと興味をひいて、見に来ることもある。そこで、人が

集まっているところとそうでないところの違いは何か、同じ条件での違いが何かを知ること

も参考になるだろう。

・ 当社でも採用試験をすると、展示場に来たことのない人が応募することもある。コミックマ

ーケットや就活イベントに来た程度で 、展示会の経験がほとんどない。就活イベントには、

産業団体で、たとえば機械団体も出展している。そうした企業は、昔とは傾向が異なり、で

きるだけ学生に展示会をみてほしいと思っている。BtoB の展示会で自分の企業 PR をしなが

らアピールしている。その上で、文系でも理系でもどちらでもいいので、良い人材がほしい

という考え方である。今週、幕張で開催されている半導体の業界でも、学生向けのプログラ

ムを行っている。学生が来場した際に、きちんと見せるプログラムを実施している。こうい

うプログラムは海外でもやっている。コラム的でいいと思うが、業界が絞られた BtoB の展
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示会で学生が来場しづらい場合でも努力している展示会の紹介も入れたらいいだろう。

・ 展示会の効用が多面的に出てくるというような話の中の位置づけでしょう。

・ 最初のところに、展示会というものに改めて焦点が当たってきた理由が書かれているが、ひ

とつ大きいのは、需要の変化ではないかと思う。従来の売り先がそれほど買ってくれなくな

り、これまでとは違ったバイヤーに対して売らなければならないということなのではないか。

国内も海外に対してもそうだろう。若干、そういうような側面がないと思う。マクロ的な側

面があって、最近、中小企業が展示会に出展しているというところがあるのではないか。そ

れがグローバル化というところと密接にリンクしていて、海外展開と結びつくのではないか

と思う。さらに細かいことをいうと、「日本人は競争を好まない気質」という記述に違和感が

ある。客観的には証明できないだろう。

・ 基本的に右肩上がりのときは展示会などがなくても取引が拡大していくが、そうでなくなっ

たら、展示会が注目されるのだろうか。そういう部分を細かく要因分析するとつながるのだ

ろう。

・ これは、紙媒体で配ることが前提で議論しているのか。ネットで誰でも見ることができるよ

うにするのか。臨場感が感じられないので、学生はこれを読もうという気持ちにはならない

だろう。電子媒体で動画などリンクをはるのがいいのではないか。グッドプラクティスや失

敗例もいい教材になるし、学生はそこを入口にして細かく見ようかという傾向があるので、

紙媒体ではどうだろうか。

・ 報告書にまとめてネットで誰でも見ることができるように公開する方向で考えている。本日

各委員からいただいた、電子媒体の教材にリンクをつけてとべるようにすることや、ベスト

プラクティス等はいいアイデアだと考える。可能な限り教材に取り込みたい。しかし、もっ

と大事なことは、開発した教材が世の中で使われて、良いものとして残っていくことである。

今回開発する教材は基礎的なものであるし、完成度が高いものができても時間と共に陳腐化

していく。教材を使用する人がその時点で新情報を追加することや、必要に応じてサブテキ

ストを作ることも必要になると考える。そういった場合には、最新の情報をご提供いただく

等のご協力を業界の皆様からいただきながら考えたい。

・ 版権などの部分を明確にしていけば、業界の方が二次的に改善していくということも可能に

なろう。

・ この教材を二次的に加工して、ということは考えられる。日展協としてはどういう人材を育

てていくかというところもあるので、使えるようにご検討いただきたい。

・ せっかく作るので、制約はあるが色々と活用していただけるような方法を考えてほしい。

・ そのあたりは、調整して、ご関係者に伝えていきたい。

・ ヨーロッパやアジアの部分は、現地調査した関係もあるのでボリュームが多いが、北米の部

分が２ページ程度と少ない。展示面積が大きいのと、アメリカとヨーロッパの大きな違いは、

ドイツはメッセ会社が展示場を所有しているが、アメリカは主催会社と展示場所有会社が異

なる点であり、この点については日本と共通している。アメリカでは、1978 年ごろに不況に

襲われた時に、モノは作れるが売れなくなり、販売促進の方法をさがしたところ、トレード

ショーが効率的だという認識があって事業に取り組んだという経緯がある。リーマンショッ

ク以降の記述はあるが、そこが抜けているので、少なくともそれは入れてほしい。

・ 興味を増すということでは、マイクロソフトのビル・ゲイツがビジネスを伸ばした事例もい
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いだろう。トレードショーを通して、非常に安いコストで、非常に効率よく販売促進できた、

というようなマーケティング・メディアとしてトレードショーは重要な役割を果たしている。

そうしたアメリカの歴史についても触れていただければいい。学生にとっても、トレードシ

ョーはおもしろいという関心も持ってもらえるのではないか。

・ アメリカで起こった重要なファクターはいれたほうがいいだろう。

・ ２点ほど確認したいことがある。

１点目だが、写真を多用してイメージを膨らますということはいい。それと並行して、もう

少しフローチャート的なもので可視化してほしい。開催にあたっての戦略、出展や企画実施

など出展前から開催当日など記載してあるが、やはり視覚的に１枚にフローでみることがで

きるようにする。写真を使って、そこに関わるプレイヤーや会場の動線なども入れて示した

らいいだろう。

２点目だが、MICE を教えていて、興味を持った学生は、展示会産業に入りたい、あるいは、

MICE 産業に入りたいという。しかしそれだけでは間口が狭い。展示会産業に行かなくても、

企業の中でマーケティングを担当して出展者として展示会に参画するということも考えられ

る。色々な立場で間口を広げる、そこで専門性を持った人間が育つ可能性がある。こういう

教材は、全てが展示会産業の人間を育てるための視点/視座にたってしまう。そういうことか

らも、「第１章 展示会とは」で、一般企業にとって展示会というのがマーケティング戦略上

どういう役割を持っているのかということが示されれば付加価値が高まり、企業ももう少し

マーケット側に目を向けるようになるだろう。展示会の中でも限定されたマーケットになら

ないことが大切だろう。

・ 教材は、学生のみならず行政や展示関係者にも大変参考になると思う。ただし、当協会の加

盟施設は、各都道府県、地方都市の中小展示場が半分以上で、そこでいう展示会は、産業展

示にそれぞれ県と連携して行っているようなものが多い。産業展示や農産品などの物産展、

プロレスやサーカスの興行というのも多く、地域のみなさんの娯楽の会場という役割もある。

産業振興のみならず、文化振興、娯楽の場というようなことも地域との連携の部分で触れて

いただいきたい。

・ 展示会にとっての最大のコンペティターは、他のマーケティング戦略であり、マーケティン

グの考え方だと思う。ある外資系自動車会社がマーケティングを行う際には、予算の 80％を

ネットに割り当てた。大手でも、本当に展示会の効果があるのか疑問を感じている部分があ

るので、リアル・ビジネスに効果があることを示すことが重要だろう。また、展示会の最大

効果を感じているのは、中小企業だろう。中小企業にとっての展示会の効果、マーケティン

グ・ツールになることも含めて、学生にも伝えることが重要だ。学生は技術系、理系であれ

ば、展示会と接点があり、医療、化学、エアロスペースなどの展示会に行っている。一方、

リベラルアーツの学生は、展示会に行く機会がない。学生は紙媒体を手にしない、WEB で

パブリックにしてもらって、情報を発信してもらいたい。

③実証講義について

・ 履修生は 50 名で、３年生が約 7 割。就職活動が解禁になり、出席が少なくなるかもしれな

い。

・ 観光経営副専攻としているのは、本講義がダブルメジャー（２つの異なる専攻が同時に学位
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を取得できる制度）であるためで、専門は経営が一番多く、経済や法律、数学、都市計画な

どの学部から集まってきている。観光は理系のコースなので、文系が少ない。

・ MICE の講義を教える場合には順序が大切だということがわかった。「M」「I」「E」「C」の

順番がよいだろう。企業相手の「M」「I」「E」をやってから観光関連の「C」をやればよか

ったという思いもある。

（閉会）

（4）第 2 回ワーキンググループ

a）日時：平成 26 年 1 月 31 日（金）16:30～18:30
b）場所：公益財団法人日本交通公社 大会議室（東京都千代田区大手町 2-6-1)
c）出席者（順不同、敬称略）

  ①委員

   山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授

   田邊 勝巳       慶應義塾大学 商学部 准教授

   田部井 正次郎  城西国際大学 観光学部 講師

   前川 佳一 京都大学大学院 経営管理研究部 経営研究センター 特定准教授

   矢ケ崎 紀子 首都大学東京 都市環境学研究科観光科学域 特任准教授

   渡辺 厚     立教大学 観光学部 兼任講師

  ②オブザーバー

   内田 浩行    観光庁 参事官（MICE 推進担当）

  ③事務局

   佐藤 慎思 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   重岡 智宏 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   牧野 博明 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員

   岡田 美奈子   公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 研究員

   高橋 葉子 公益財団法人日本交通公社 客員研究員

   太田 正隆    株式会社 JTB 総合研究所 主席研究員

   ※欠席   大橋 弘(東京大学大学院 経済学研究科 教授)

d）内容

（議題）

①国内ヒアリング調査 報告

・ 「ヒアリング先の企業に入ってくる学生は企業家精神旺盛」との記載がある。学生がすでに

こういう志を持って入ってくるということなのだろう。

②実証講義 報告

・ 講義は２回やらせていただいた。１回目の時は、学生はびっくりしていた。こんな世界があ

るのかという感じだった。初めて聞く言葉も多かったようだ。定義も含めてその都度、説明

した。２回目は慣れてきており、学生の関心をどのくらい引き寄せるかが重要だと思ったの

で、すでに実施されている事例の写真をたくさんみせながら、関心を引き出すように努めた。
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講義後も反応があり、日本の中小企業が海外のメッセであんなに頑張っているということに

驚きを感じ、グローバル・ビジネスの中でも活躍することができるということを理解したよ

うだ。なお、２回目の講義は量が多かったため、少しかけ足となってしまった。この内容だ

と、４～５回に分けてできると思った。

・ 履修登録した 61 名のうち、いつも 50 名くらいが出席する。その多くが３年生である。経営

や経済分野が半分くらいを占めていたので、アンケートにおいて、観光政策の知識がもう少

しあったらいいという意見が多く出されたのだと思う。

・ MICE の授業では、国際会議の授業もあわせて行ったと思うが、それとの比較で何か感じた

ことはないか。

・ 今回は、MICE の中の「C」と「E」をやるといっていたので、学生もそう認識していたと

思う。両者の違いが良く分かったという話を随分聞いた。観光庁にご協力いただいた「C」

は、主体ややっていることが全然違うということを理解したようだ。「E」は産業振興のイン

フラ、ソフト・インフラだということが分かったようだ。それが本当にわかったかどうかは、

今週試験があるので、明らかになると思われる。

・ 「E」については、イベントまで含めていないのか。今後、オリンピックも開催される予定

なので、興味深いと思われる。

・ 今回は、イベントまでは入れなかった。

・ 面白いアンケートだが、個人属性はどこまで聞いているのか。経営系と経済系が約半分だと

いうことだが、他の分野とか前期の成績とかによって興味の持ち方に違いが生じているかも

しれない。たとえば、教え方にしても、理系の学生だと文字ばかりでは分かりにくいとか、

そういう傾向がわかるのではないか。

・ 今回は、そこまでの属性は聞いていない。教材に対する感想について、単純にとりまとめて

いるのみである。

・ 理系はどういう学生なのか。

・ 理系は数学やシステム、都市工・都市計画がいる。理系は数字に強い。観光の副専攻のコー

ス自体は理系に位置付けられているので、数字は苦手ではない。一方、経済系の学生は経済

学を学び、経営系の学生は主にマーケティングを勉強している。

・ 副専攻で多様な人が集まる、というのが学校の目的なのか。

・ そのとおり。観光及びそれ以外の専門分野として考えてみようということだ。

・ 意外な分野から多く人が集まったというのはあるか。

・ 経済系、経営系、法律系はいつも一定割合みられる。それとツーリズム・コースなど、もと

もと地域づくり系に属する学生もくる。そして必ず一定割合（１割程度）、数学系やシステム

系の学生もいる。

・ これは個人的で、且つ定性的な感想でしかないが、「C」の話をしているときには、女子学生

の関心が特に高かったように思う。こういった国際競争の中で、地域の魅力を出して、戦っ

て、勝ち抜いてやるという意欲が感じられた。一方、「E」は男子学生の方が興味を持ってい

た。ちなみに、講座履修者の男女比は半々くらいである。

・ これらの実証講義やアンケート結果、国内ヒアリングの内容は、教材開発に反映されている

ということなので、次に教材の説明を聞くこととしたい。
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③「展示会産業概論」（仮） 執筆状況報告

・ これまでに比べて、全体の印象がとても変わった気がする。

・ これまでの委員会等で出された意見は大半反映されていると思う。概ね、こういう方向でい

いと思う。ただ２点ほど確認したい。まず、展示場の面積とアジアの主要国の展示会開催件

数についてだが、展示場の面積については、たとえば東京都 23区をみると、東京ビッグサイ

トの約３倍となっているので、東京ビッグサイトのような規模の大きい展示場以外のものも

含まれているように思う。おそらく、都市部の小規模な会場も入っているのだろう。一方、

日本での開催件数は、2003 年以降数字が半分になっている。注釈には、「2003 年以降、対象

を見直して企業個展等を除外」と書かれている。つまり、半分の市場は、プライベート等々

で構成されているということになる。都市部だけでなく、地方でもそういうものが多くを占

めているということになる。

前にも言ったように、この教材で扱う展示会は大型の展示会であるが、本来、展示会には業

界展や企業の個展も含まれており、その市場は大きい。「今回はそれらを除外している」とい

う記載があってしかるべきではないか。自分は会場側の立場であるが、プライベートショー

の発展が一番おもしろいと思っている。しかし、それは今回の議論から外した方がいいだろ

う。

・ 幕張メッセを立ち上げたころのことを考えると、20～30 年前からショー＆カンファレンスの

時代に入ったということをずっと言ってきた。だから、展示場からコンベンションセンター

という名称に変わっていた。展示会には必ず会議やセミナーがある。それはなぜかというと、

要するに、主催者としては、集客の量から質の転換を求めており、単なる来場者数ではなく、

優良な見込み顧客を集めたほうが展示会への出展効果が高いと考えるようになってきた。だ

から、優良な見込み顧客を集めるためには、優良なセミナーをやることが一番良いというこ

とになる。これはどの展示会の関係者も分かっていることで、展示会はかなりの数のセミナ

ーやカンファレンスを付帯している。なので、主催者は「展示場にこれだけの会議室がほし

い」と主張している。こうした展示会の成り立ち、少なくとも、今の展示会の傾向がそのよ

うになっているということに触れておく必要があるだろう。それが全くないと、単に「展示

場と出展者、来場者で構成されるのが展示会である」という議論になってしまう。これから

ますます量と質の議論は深まり、それがそのまま出展効果に直結してくることになる。だか

らそれを含めてどこかで提示した方がいい。

・ 「第２章 世界の展示会産業 １．世界の展示会産業の沿革と位置づけ」の中に、「現在で

はエンターテイメント要素も取り入れている」との記載があるので、この箇所が適切ではな

いか。

・ ここは古代からの歴史の推移が書かれているので、あまりふさわしくないと思う。やはり現

代のビビッドなところを伝えるには、別の場所がいいだろう。

・ この話はとても重要だと思う。最初はこういう形で立ち上がり、その後は時代の流れと共に

変化するマーケットとの整合性をとりながら、時代に合わせる形で顧客を集めるための様々

な仕掛けづくりを行い、当初の目的を達成するために変化し続けているということが言える

ならおもしろい。但し、そこまでの情報を集めるのは簡単でないので、コラムの形でいいと

思う。

・ 「第４章 主催側における展示会開催・運営計画 １．展示会の計画」の中で、技術セミナ
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ー等の企画について触れているので、ここでもう少し細かく追記してもいい。

・ 事務局はこのあたりを工夫してもらいたい。重要なので、どこかに入れたほうがいいだろう。

・ 「第３章 我が国の展示会産業 ２．我が国の展示会産業の動向 ＜我が国の代表的な展示

会＞」の中の「展示会事例② 東京モーターショー」の中に、海外からの参加者数を入れら

れないか。観光庁では今回、訪日外国人観光客数 1,000 万人の達成を目指したなかで、東京

モーターショーなどについては、海外からの訪日客やインセンティブツアーで集められるの

ではないかと思い、積極的な運動を展開した。モーターショーは海外から多く人を集められ

る展示会であり、数字が入ればインパクトが出てくると思う。

・ 最盛期は、幕張メッセにプレスだけで外国人が 6,000 人集まった。

・ 日本在住の外国人もカウントされているかもしれないが、普通の国際会議だと、どんなに頑

張っても、集められる外国人はせいぜい 4,000～5,000 人程度だ。東京モーターショーだと、

数万人の外国人を集めることができるのではないか。そうなると、かなりインパクトがある。

・ 1990 年頃、東京モーターショーは大変人気があった。現代自動車だけで約 1,000 人の招待客

があった。得意先のお客さんを連れてきたり、こちらから呼んだりしていた。当時の状況を

知れば、見本市は裾野の広い産業だということで、学生もきっと興味を持つだろう。

・ かつて東京モーターショーには、プレスとして関与していたことがある。そのころは、欧米

の大手メーカー、例えばドイツのメーカーはルフトハンザのジャンボ１機を借りて来日して

いた。その中には、車と機材、施工用の道具一式、職人、主催側の人間、事務局の人間が乗

っている。はじめに職人十数人が施工工事を１週間程度行うのだが、職人はその後撤収まで

残る場合と、一旦帰国して再度訪れる場合がある。そのまま残る場合は約３週間滞在するこ

とになるのだが、その間に富士山を訪れるなど、日本で思い切り遊んでいたようだ。

・ 1980 年代～1990 年代は日本の自動車産業が一番強い時代であり、そのため世界中からたた

かれた。市場としても強かった。しかしその後は、徐々に日本のモーターショーでの情報発

信力が弱くなってきた。世界が競争力を高め、日本はしぼんでいった。それを回復すること

を考えていかなければならない。

・ しかし規模や出展者数は上海に抜かれているはずだ。

・ そこに、ショーの質やプレスへの発信力など、すべてが関係しているのだと思う。

・ シンガポールの「アクア（水）ウイーク」についても、日本で開催できる可能性があったは

ず。シンガポールはもともと水がなかった国なので、国際会議と水道の展示会は大規模に行

っており、定着している。優良なバイヤーとセラーが集まるので、より良い情報が得られる

と言われている。今後も、新しいテーマの展示会が出てくる可能性はある。

・ 東京モーターショーは外国から来られる方の数が多いだけでなく、高所得者層や意思決定者

などのグレードの高い人が来場する展示会である。そのような産業の展示会があるというこ

とも、どこかに記載があっていいと思う。私が関係している展示会では、経済効果を計るた

めにアンケート調査を行っている。平均的な消費額の人が多い中で、数人だけ数千万円単位

の消費額の人がいる。それはアラブの人で、家族でまとまると数十人となり、プライベート・

ジェットでやって来て、日本で長期間滞在する。しかし、そういったデータをもとに市の行

政機関が「この客層を捕えろ」ということになれば差別につながるので、データを公表でき

ない。しかしこれは事実であり、展示会での消費だけでなく、地域への経済効果にもつなが

っているのである。ご存知のとおり、東京モーターショーには各メーカーの代表者が来るこ
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とも多いので、単にお金に換算できない効果もあるはずだ。ただ、それをどのように表現す

るかというのは難しい。

・ 「第２章 世界の展示会産業 ２．各国における展示会産業の動向 （２）欧州の動向（ド

イツに焦点を当てて）」をみると、ドイツのメッセ・ビジネスについては、支出総額が 126

ユーロ（約1兆5,000億円）となっている。これに対して、「第３章 我が国の展示会産業 ２．

我が国の展示会産業の動向 （２）市場規模、総支出額及び経済波及効果の考え方、算出方

法及び算出事例」をみると、日本の支出総額は約 5,654 億円となっている。ドイツが日本の

約３倍となっているのも驚きだが、それよりも消費額の主体別比率が気にかかる。ドイツで

は、全体の消費額のうちの主催者の比率がわずか３％なのに対し、日本は 24％を占めている。

出展者については、ドイツは 65％であるのに対し、日本は 17％にすぎない。そして、来場者

ではドイツが 32％、日本は 59％となっている。同じ展示会でありながら、あまりに比率が違

いすぎるという感想を持った。

・ ドイツについては、施設を所有するメッセが主催するので、直接費がかからないように思う

のだが、その辺についての注釈が必要と思う。会場費は 21％が限界だと思うが、日本は高い

ので非常に気の毒だ。学生さんのアンケートの中で、定量的な数字に関心があるという意見

があったので、これも基本のデータになると思われ、何らかの形で説明する必要があるだろ

う。

・ 違いについて調べられるようであれば、入れた方がいいだろう。

・ 聞ける範囲で聞いてもらい、記載してもらえるとありがたい。

・ １件あたりの展示会の出展面積はドイツの方が圧倒的に大きい。しかも、開催日数及び設営

撤去の日数も、ドイツのほうが長い。そして、来場者数は日本の何分の１であり、多くて 10

万人程度だろう（日本は 100万人）。正確には出展者構成や来場者構成などを確認しなければ

ならないと思うが、今の数字の解釈としてはそういう視点があるように思う。つまり、ドイ

ツでは少ない来場者数だが、ほとんどが優良見込み顧客であり、一方で出展者は大きなブー

スを構えるかもしくは出展者数が多く、その両者が展示会において毎日商談を重ねていくと

いう姿がここに反映されているように思う。これに対し、日本の場合は、ドイツの 10 倍の来

場者数があるものの、滞留時間はほんの数時間にすぎず、PR ブースを回って帰っていく。

日本では来場者数が多いので、飲食を含めた全体の消費額は大きいかもしれないが、ドイツ

では滞在時間が長く展示会としての商談の密度が濃いため、一人あたりの消費額は圧倒的に

ドイツが高い。これはあくまでも推測にすぎない。

・ 今のような内容で記載してはどうか。

・ コラムとしてまとめることとする。

・ 「第３章 我が国の展示会産業 ２．我が国の展示会産業の動向 （３）我が国の展示会産

業の動向及び特徴」の中の「主要都市の総展示会面積」の合計値と、「第２章 世界の展示

会産業 ２．各国における展示会産業の動向 （１）世界の展示会産業の状況」の中の「国

別展示総面積」の日本の数値が異なっているが、何か理由があるのか。

・ 後者は 5,000 ㎡以上の施設を対象としており、前者はより広範囲の施設を対象としていると

考えられる。

・ その注意書きを「主要都市の総展示会面積」の欄外に書いておけばいいだろう。5,000 ㎡以

上に限っていないので、数字が異なっていると記載しておけばいいのではないか。
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・ データ元には、全国展示場連絡協議会に加盟する小さな規模の施設も含まれているはず。確

認したうえで記載する。

・ 「第３章 我が国の展示会産業 ３．我が国の展示会産業に関する様々な仕組み （２）認

証制度」の中の「日本展示会認証協議会認証の展示会一覧」において、私がかつて出展者と

して関わっていた CEATEC や代表事例である東京モーターショーが入っていないのには、

理由があるのか。

・ まだ申請がないということだ。認証制度は、認証を望むところが申請するものである。

・ 認証制度導入の目的については、「第３章 我が国の展示会産業 ３．我が国の展示会産業

に関する様々な仕組み （２）認証制度」に記載されている。認証制度の推進については、

日本展示会協会、JETRO 及び大規模展示場連絡会が日本展示会認証協議会を構成し、取り

組んでいる。

・ 本日出された意見について、対応できるものは反映させてもらいたい。

（閉会）

（5）第 3 回検討委員会

a）日時：平成 26 年 2 月 26 日（水）13:00～15:00
b）場所：公益財団法人日本交通公社 大会議室（東京都千代田区大手町 2-6-1)
c）出席者（順不同、敬称略）

  ①委員

   山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授  

   大橋 弘          東京大学大学院 経済学研究科 教授

   田部井 正次郎  城西国際大学 観光学部 講師

   前川 佳一 京都大学大学院 経営管理研究部 経営研究センター 特定准教授

   管埜 寛之 株式会社コングレ 取締役執行役員

   中川 明子 独立行政法人日本貿易振興機構 展示事業部長

   成田 康夫    大規模展示場連絡会（東京ビッグサイト 事業推進部長）

   浜田 憲尚    一般社団法人日本展示会協会 人材育成委員会 委員長

   林 清文     全国展示場連絡協議会 会長

  ②オブザーバー

   内田 浩行    観光庁 参事官（MICE 推進担当）

  ③事務局

   伊吹 英明 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課長

   佐藤 慎思 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   重岡 智宏 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 係長

   牧野 博明 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 主任研究員

   岡田 美奈子   公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 研究員

   高橋 葉子 公益財団法人日本交通公社 観光文化研究部 客員研究員

   太田 正隆    株式会社 JTB 総合研究所 主席研究員

   ※欠席      田邉  勝巳（慶應義塾大学 商学部 准教授）

            矢ケ崎 紀子（首都大学東京 都市環境学研究科観光科学域 特任
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准教授）

            渡辺 厚（立教大学 観光学部 兼任講師）

            片山 泰治（一般社団法人日本電機工業会 展博委員会 委員長）

            アンドレアス・メルケ（株式会社メッセ･デュッセルドルフ・ジャパ

ン 代表取締役社長）

   ※代理出席    中野 健太郎（一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 第

3 グループグループ長：一般社団法人日本能率協会 産業振興セン

ター 企画管理グループ グループ長 上野裕昭委員の代理）

            市村 賢一（リードエグジビションジャパン株式会社 第二事業部

長：リードエグジビションジャパン株式会社 常務取締役田中嘉一

委員の代理）

d）内容

（議題）

①実証講義 報告

・ 本日、矢ケ崎委員が欠席のため、第２回ワーキンググループでの矢ケ崎委員のご発言を紹介

する。実証講義は２回実施し、１回目の講義では学生はびっくりしていたが、２回目は慣れ

てきているので、学生の関心をどのくらい引き寄せるかが重要だと思った。コンベンション

については女子学生の関心が特に高く、エグジビションについては男子学生が興味を持った

ようだ。また、一連の講義を通して、コンベンションとエグジビションの違いを理解しても

らえたようだ。

②国内ヒアリング調査 報告

③「展示会産業概論」（仮） 最終案

・ 産業界のみなさんのご意見を伺いたい。研修などで使えそうか。

・ 当初のものよりかなり内容が充実してきたと思う。社内でも使えると思う。

・ 分量が多いので、部分的に使うという方法もあるだろう。

・ 実証講義について、１回目は聴講させてもらったが、学生の反応をみていて面白かった。２

回目は行けなかったが、参加した学生は１回目も２回目も同じメンバーだったのか。人数は

どちらも 40名くらいか。

・ ほぼ一緒の学生が参加したようだ。人数は、１回目のほうが少し多かったように思う。

・ 教材のアウトプットは、印刷する予定なのか。

・ HP 上で公開する予定だ。活用については、後の議論になるが、大学及び各業界で活用して

いただくことを想定している。その場合、ダウンロードしてもらうことになる。一方、関心

を持っている出版社もあるようなので、今後相談しながら進めていきたい。

・ 前回の内容に比べると、かなり充実したと思う。

・ 展示会は特殊な産業だと改めて思う。ある意味、無から有を生み出している。主催者は、特

にものづくりをしているわけでもないし、ものを買っているわけではないが、両方の立場の

人を連れてくることにより、産業としての付加価値を生み出している。裏方ではあるものの、

ネットワークと人のつながりが命のような人たちなのだろう。
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・ この教材は、展示会産業をあまり知らない人に知ってもらういい機会になると思う。この産

業を知ってもらうために、先生方に色々と工夫をこらしながら授業を行ってもらう必要があ

るだろう。また、この産業に必要なノウハウや人材のクオリティは、他の産業においても有

効だろう。必ずしもスペシフィック（明確）なものはないかもしれないが、大学で教える場

合、人材の底上げが実際には求められているように感じられる。教材とはあまり関係ないが、

そういう印象を持った。

・ 展示会のように、両方の立場の人を集める「ツーサイドビジネス」が最近流行っており、こ

れは「プラットフォーム理論」と言われている。

④「平成 25 年度 展示会産業の国際化・活性化推進のための人材育成基盤整備・関連事業調

査」報告書（案）

・ 人材を育成し、そのままその業界に就職させるというパターンは難しいように感じるが、い

かがか。

・ この報告書（案）では、経営学やマーケティングを学ぶ学生が展示会について浅く広く知っ

た上で、その後展示会産業を深く学ぶことを想定している。概論からさらに引っ張るという

ことは、幕張メッセと東京ビッグサイトの搬入方法の違いを学ぶというような極めて専門的

な内容のイメージも抱ける。その一方で、逆に、社会人になってこの分野をはじめて担当す

る人が、改めて展示会について幅広く学びなおしたいということも考えられる。どちらのイ

メージを想定しているのか。

・ 掘り下げていく（深く学んでいく）ということを想定している。一方で、社会人担当者が幅

広く学ぶというのもありだと思う。

・ 海外の大学は、どのようなイメージで教育を行っているのか。

・ 学部生か大学院生かという観点で考えると、フロリダの大学の場合は大学院生に近い状態で

ある。社会人経験のある人が、大学院に戻ってくるということもある。そのため、社会人に

ついては、より細かく上の層に行けるような部分があるべきだと思う。但し、我が国の場合、

まずは学生に対して、日本の産業の中に MICE があり、MICE の中に展示会産業があるとい

うこと、そして展示会は面倒くさそうにみえるが、おもしろいということを伝えるべきであ

る。その次に、産業界向けに対応すべきだと思うが、記載内容が広く浅いので、今後は分野

ごとに掘り下げてマッチングさせていく必要があるだろう。今回の委員の方々も、様々な立

場の方（施設、オーガナイザー、協会など）がおり、深さもまちまちである。

・ 学生に展示会を教えており、この教材に書かれているようなことを伝えている。欧米と日本

の展示会にかなりの違いがあるなかで、展示会のプロデューサーという話をしている。企画・

プロデュースの意識があると、行動も異なってくる。それを考慮すると、この教材は基本的

な部分を網羅している教材としていいと思う。

・ 日本展示会協会の今後の本教材の活用計画についてお伝えする。この４月より、毎月２講座

のペースで、主に会員の方を対象とする人材育成セミナーを開催する予定である。初回は、

４月 21 日（月）～22 日（火）に、会員企業等の新入社員 40 名程度を対象として、展示会産

業の課題やあり方などについて当協会会長から話をしてもらう予定だ。その際に、どこまで

できるか分からないが、この教材を使うことを想定している。教材を配布して、簡単な講義

を 30 分～１時間程度行うことを考えている。さらに、本年９月と来年２月には、学生向けの
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ゼミナールを予定している。展示会産業に興味を持っている学生（就職を目指すとまではい

かないかもしれないが）で、主に就職活動前の大学３年生までの学生を対象に、実際に行わ

れている展示会の会場において、その展示会を見ながら各主体の役割や設営・運営などにつ

いて説明する予定だ。その場において、この教材も使用できればと考えている。どのくらい

時間が取れるかは分からないが、教材をフルに活用するには分量が多すぎるので、ダイジェ

スト版を作成することも検討している。終了後に持ち帰って見てもらうにしても、この教材

は役立つ内容になっていると思う。また、会員には展示会協力企業（サプライヤーなど）を

含め様々の立場の方がいるのだが、特に周辺産業の方々は展示会産業がどういうものかをし

っかりと知る機会がない。そういった方々に対しても、教材には展示会産業自体の役割など

総合的な概論が含まれているので、使いやすいと思われる。何らかの形で提供することも考

えていきたい。

・ 座学だけだとなかなか理解できないので、展示会のそばで講義を行うのが一番いいだろう。

ただ、大学の場合は前後のカリキュラムに影響が及ぶため、講義の中には組み込むのは難し

い。日展協で実現してもらうのは非常にありがたい。

・ 全展協加盟の展示場の多くは、県内市町村から職員が派遣されており、プロパー職員も含め

た人材育成が喫緊の課題となっている。そのため、このような総論的な教材があれば非常に

役立つと思う。当面はこの教材の内容で十分であり、これ以上深める必要もないだろう。

全展協としても、年に一度、実務者向けの研修会を行っているので、直接本教材を活用する

かは分からないが、本教材を紹介し、各施設がこの教材にアクセスするような方法を考えた

いと思っている。

・ 「観光庁は展示会をやっていない」と言われることがあるが、実は相応にやっていて、海外

の数多くの展示会にも出展している。そして、効果的な出展ができているかという課題を常

に持っている。観光庁としても、展示会を活性化しなければいけないという意識があり、展

示会に関わる人（職員）も一定の知識を持っていなければいけないと思っている。従来は、

経験的に「こういうものだ」と言われることが多かったので、こうした教材があると役に立

つと思う。この教材は非常に重要であり、今後より深め、広がっていくことを期待している。

・ 昨年 11 月に、コンベンションの国際組織「ICCA」（国際会議協会）の総会が上海で開催さ

れ、日本人も 40 人前後の人が参加していた。その翌々週に UFI（国際見本市連盟）の総会

が韓国で開催されたが、日本からの参加は５人程度だった。このことから、展示会産業の国

際化という点において課題が見える。国際的組織の中で、日本人が受動的ではなくもっと能

動的に関わるようなことも、この教材開発を機に考えていく必要があるように思う。

・ 産業界からも、今後の展開や活用の案が出たので、事務局で検討し、報告書をバージョンア

ップしていただきたい。本日は最終回のため、「展示会産業概論」と「報告書」については、

最終的には座長にご一任いただきたい。

（閉会挨拶／経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課長 伊吹 英明）

・ 委員の皆様には、検討委員会とワーキンググループで５回の議論をしていただき、また首都

大学東京において実証講義を開催していただきましたこと、感謝申し上げる。委員の皆様の

お話をお聞きし、今回、とてもいい教材ができたように思う。これをこれからどう活用して

いくかが課題だろう。アウトプットについては、業界団体からのご協力をいただければと思
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う。これは、テキストとしてはいいが、見せ方が難しいと思う。おそらく、これを渡して「読

みなさい」と言っても、読まない人がいると思う。活用にあたっては、例えばパワーポイン

ト 20 枚くらいの資料を作成される方などがいらっしゃると思うが、その場合にはその資料を

このメンバーで共有することにより、見せ方の知見も得ていきたいと思うので、引き続きご

協力をお願いしたい。

・ 経産省としてはこれまで、展示会産業の認証制度や人材育成に関する事業を推進してきたが、

次の課題については、業界の方々にご相談しながら進めていきたい。

（閉会）
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第 5 章 開発した教材（「展示会産業概論」）の今後の展開に向けて

5-1 開発した教材（「展示会産業概論」）の活用の必要性

本事業では、「平成 24 年度展示会事業の国際化推進のための人材育成基盤整備・関連事業調

査」において、展示会産業の人材に求められる能力について、国際化の推進に焦点をあてなが

ら、教育コンテンツとして体系化を確立した。その教育コンテンツの体系を実際に適用してい

くにあたって、「展示会産業に関する教材の不足」や「展示会産業を教える教育者（研究者）の

不足」といった課題が指摘されたことを受けて、「必ずしも展示会産業に関する専門知識を有し

ない教育者・研究者でも、一定水準において包括的かつ実践的に教えることが可能となるよう

な教材」の開発を目的として調査を行い、その一環として「展示会産業概論」という教材（※

以下本教材）の開発を行った。

我が国展示会産業の活性化のためには、海外からの出展者や来場者を誘致できるような、国

際的観点から見て、質の高い展示会を牽引したり、企画立案や運営ができたりする人材を多く

育成する必要がある。

このため、今後は、本教材が大学等教育機関（大学、大学院等）や産業界の様々な場面で活

用されていくことが求められる。

5-2 本教材の活用の方向性

本教材については以下のような場面で活用されていくことが想定される。

本教材の活用の方向性（案）

  １ 大学等教育機関における本教材活用の方向性（学生向け）

   【方向性①】MICE 関連講座・科目での活用

   【方向性②】MICE 関連講座・科目以外の講座・科目での活用

   【方向性③】就職相談会等での活用や就職情報コーナー、図書館などへの配架

  ２ 産業界における本教材活用の方向性（社会人向け）

   【方向性①】業界団体等における研修での活用

   【方向性②】出展支援セミナー等での活用

   【方向性③】企業や行政機関の展示会対応部署での活用

5-2-1 大学等教育機関における本教材活用の方向性（学生向け）

大学等教育機関における講義での、本教材の活用の有効性については、既に首都大学東京で

の実証講義のアンケート調査結果からも示されている。これを受け、本教材の今後の活用につ

いて、複数の方向性を以下に示す。

【方向性①】大学等教育機関における MICE 関連講座・科目での活用

我が国では、展示会は MICE の一部として扱われており、大学での講義においても、観光系

学部の MICE 関連講座の中で触れられていることが多い。実際に、平成 25 年度は、首都大学

東京の観光経営副専攻コースにおいて「MICE 講座」の中で扱われたのをはじめ、城西国際大
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学観光学部では「イベント・コンベンション事業論」が、立教大学観光学部では「コンベンシ

ョン産業論」がそれぞれ行われ、また横浜市では、YCC スクール（横浜国立大学、横浜市立大

学、横浜市、横浜市芸術文化振興財団の４者の協働組織）、横浜市立大学、横浜コンベンション

ビューローの共催による「横浜 MICE オープンカレッジ」が開催された。こうした MICE 関

連講座の中で、本教材が教科書として活用されることが想定される。なお、将来的に「展示会

産業」のみの専門講座が設けられることになれば、本教材の活用の場が一層広がることが期待

される。

【方向性②】大学等教育機関における MICE 関連講座・科目以外の講座・科目での活用

展示会産業は、「観光」という側面だけでなく、展示会が販路拡大の場（既存顧客とのコミュ

ニケーション及び新たな顧客獲得）であること、出展企業間の情報・技術交流や技術競争によ

るイノベーション促進に寄与すること、多大な経済波及効果を創出すること、企業の効果的な

マーケティングの機会であること、都市間競争に勝ち残るためのイメージやブランド力形成の

場であること等の観点から、経済学、経営学、商学系の学部においても注目すべき分野である。

また、展示会が人や文化の交流の場でもあることから、海外の社会・生活・文化なども学習す

るような国際系の学部や外国語学部においても、活用が期待される。そのため、大学の経済学

部、経営学部、商学部、外国語学部等においても、本教材を経済学や経営学、商学等の副教材

や推薦図書として活用することが期待される。

なお、ドイツのバートホンネフ・ボン国際大学や、アメリカのセントラルフロリダ大学ロー

ゼンカレッジでは、ホスピタリティ産業経営をベースとして開設されたイベント・MICE 経営

を学ぶ学科の中における一つの専門領域として、ドイツのケルン大学では、経営・経済・社会

科学部の中における一つの専門領域として、展示会産業が扱われており、国際的な展示会経営

カリキュラムと同レベルの人材育成を目指すにあたっては、経済学部や経営学部は特に展示会

産業との関係性が強い周辺領域といえる。

【方向性③】大学等教育機関における就職相談会等での活用や就職情報コーナー、図書館など

への配架

本教材は、産業界の動向等についても幅広く触れているため、展示会産業を研究のテーマと

したり、就職を検討したりする学生にとっては参考資料となりうる。そのため、大学等教育機

関における就職相談会等での活用や就職情報コーナー等への配架・活用も期待される。

また、各学部の図書館への配架を推進し、講座・科目での直接的な関わりのない学生に対し

ても幅広く活用してもらうようにする。

5-2-2 産業界における本教材活用の方向性（社会人向け）

本教材は、展示会に関わる産業に携わる社会人向け（主に新任者向け）にも活用可能である。

ドイツのように大学で展示会を学び、その知識や経験を持って展示会産業に就職するという機

会がない我が国の場合、就職後に初めて展示会に触れる人が多く、その場合は一から展示会に

ついて学ぶことになる。このような状況を受け、企業あるいはその業界団体は、展示会に関わ

る部署に配属される担当者（主に新任者）が展示会の概要を学ぶための素材を求めている。本

教材はその要望に応えることができるものと考えられ、多くの企業や業界団体の担当者の活用
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が期待される。

【方向性①】業界団体等における研修での活用

一般社団法人日本展示会協会（※以下日展協）や全国展示場連絡協議会、各産業の業界団体

等において、初めて展示会に関わる加盟企業の担当者向け研修会（新入社員、新任研修など）

や実務者向け研修会（サプライヤーなどの周辺産業を含む）、学生向け説明会等を実施する際に、

基礎知識の習得手段として、本教材の活用が期待される。その際、実際に展示会が行われてい

る会場にて実施することにより、より理解が深まるものと期待される。

【方向性②】出展支援セミナー等での活用

本教材には、各国の展示会動向や出展の際のポイント等についての記載もあるので、主催企

業や JETRO 等が出展企業の支援のために実施する実務的なセミナー等においても、本教材の

活用が期待される。

【方向性③】企業や行政機関の展示会対応部署での活用

広報などの展示会対応部署に配属される企業の展示会担当者は、定期的に入れ替わる場合が

多く、その度に配属される担当者は一から展示会について学ぶことになる。このような状況を

踏まえ、本教材を展示会対応部署に配備し、いつでも知識を習得できるようにすることが望ま

れる。また、国や地方自治体等の行政機関においても、展示場の管理・運営や展示会対応（DMO
や地域支援）など展示会に関わる業務に初めて従事する人もいるため、やはり本教材の活用が

期待される。

5-3 本教材の活用に向けての課題と対応（案）

本教材が、将来にわたって、幅広くかつ継続的に活用され、大学等教育機関や産業界の様々

な場面で展示会産業の発展や人材育成に貢献していくためには、様々な課題を解決し対応して

いく必要がある。

教材は、情報が古い場合、情報が不足している場合、また学習しても仕事や就職で役に立つ

ことが見込めない場合は、活用が望めない。また、いかに優れた教材であっても入手が困難な

状態であれば、活用の可能性は限られてしまう。したがって、教材の内容（コンテンツ）が充

実していて、社会的有用性が高く、且つ入手が容易なものが「活用される教材」といえる。



147

図表 44 教材活用の考え方

本教材の活用に向けての課題と対応（案）

（１）本教材の改訂と入手可能性の課題：本教材の改訂と情報発信を継続的に実施する体制

構築の必要性

（２）本教材への新コンテンツ追加や新教材開発（新たな展開）の課題：本教材を軸とした

専門的・実務的な新コンテンツの追加や新教材開発（新たな展開）の必要性

（３）本教材活用のための環境の課題：産学連携推進によるリサーチや人材育成の推進と体

制構築の必要性

（１）本教材の改訂と入手可能性の課題：本教材の改訂と情報発信を継続的に実施する体制構

築の必要性

【課題】

展示会産業は、社会や経済の状況とあわせて日々変化しており、本教材内容は、開発時は新

しくとも、時の経過とともに古いものになっていってしまう。特に、展示会に関する統計デー

タや国内外の動向などは一定期間ごとに把握することが重要であるため、定期的に情報の更新

を行わなければ、本教材の内容が現状に合わないものとなり、活用されなくなってしまうとい

う問題がある。

そして、本教材の情報発信や普及を行う体制がないと、本教材が活用される機会を喪失して

しまうという問題がある。

また、我が国は諸外国に比べると、「展示会は販促活動、マーケティング・コミュニケーショ

ンの場」という認識がまだ低い。そのため、本教材を活用する前段として、展示会産業の持つ

意義や効果等を大学等教育機関や企業・業界団体に十分に認識してもらう必要がある。

【対応（案）】

本教材が継続的に活用されていくためには、本教材の内容の更新や拡充を伴う改訂を行い、

情報発信を行う仕組みの構築が求められる。

海外の事例をみると、UFI（国際見本市連盟）や AUMA（ドイツ見本市協会）等の業界団体

目的 目的達成の基準 基準達成の課題 対応（案）

継続的な改訂実施体制の構築

継続的な情報発信体制の構築

産学連携による

リサーチ体制の構築と推進

産業界の人材ニーズ反映が必要
産学連携による

人材育成体の構築と推進

新情報（コンテンツ）追加が必要 新コンテンツ（新教材）の開発

活

用
さ
れ

る
教
材

入手が容易

仕事や就職で有用

情報発信が必要

既存情報改訂が必要

統計・リサーチの充実が必要

コンテンツが充実

(1)

(1)

(２)

(３－１)

(３－２)
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では、展示会統計について国際的な基準に基づく第三者認証制度の活用や、独自のマーケット

リサーチの実施、産学連携による研究・分析への取り組みにより得られる最新の統計データや

最新状況分析の成果を、参考資料もしくは大学等教育機関や産業界での活用が可能な教材とし

てまとめている。そして、それらの一部を、一般に公開している。

こうしたことを踏まえ、我が国においても、日展協をはじめとする業界団体が、日本展示会

認証協議会による展示会統計に係る第三者認証制度の成果を活用したり、独自のマーケットリ

サーチの実施、産学連携による研究・分析への取り組みを行い、その成果をもとに本教材の改

訂や新しい教材の開発につなげ、各々のホームページ等を通じて一般に公開し、誰もがアクセ

スできるようにする体制を確立することが重要である。なお、海外の統計情報については、日

展協をはじめとする業界団体が、UFI や AUMA 等の海外の業界団体と情報交換を行うなど業

界団体間での国際連携を推進することにより、最新の統計データを取得することを検討する。

また、展示会産業の重要性については、展示会主催者が学生や企業担当者等に対して様々な

展示会への参加・視察を認めたり、啓発のためのセミナー等を開催する等、意識昂揚のための

啓発活動を学術界と産業界が協力して行うことが望まれる。

（２）本教材への新コンテンツ追加や新教材開発（新たな展開）の課題：本教材を軸とした専

門的・実務的な新コンテンツの追加や新教材開発（新たな展開）の必要性

【課題】

本教材は、「必ずしも展示会産業に関する専門知識を有しない教育者・研究者でも、一定水準

において包括的かつ実践的に教えることが可能となるような教材」であり、学生や初めて展示

会に関わる社会人を主な対象とした教材であるため、基礎的な情報はすでに有しており、専門

的もしくは実務的な知識や技術を学びたい学生（社会人大学生を含む）や実務経験のある社会

人にとっては、もの足りない印象を受ける可能性がある。

【対応（案）】

ドイツやアメリカなどの海外の大学では、展示会の専門書が教材として活用されており、展

示会産業について本格的に学ぶ環境が整えられている。例えば、アメリカのセントラルフロリ

ダ大学ローゼンカレッジでは、ホスピタリティ産業経営をベースとして開設されたイベント・

MICE 経営を学ぶ学科の中に、一つの専門領域として展示会が扱われている。また、今回ヒア

リング調査を実施した AUMA（ドイツ見本市協会）では、学校教諭及び大学講師のための教材

（マーケティング、企業活動、競争、構造変化の４つのテーマ）を無料で配布しており、専門

的な学習のために活用されている。

我が国においても、今後の展示会産業の発展を見据え、専門性の高い教材や、実務者向けの

技術を紹介した教材の開発が望まれるところである。その場合、展示会の専門書が未整備な我

が国においては、新たに一から作成するだけでなく、本教材の内容を踏まえて、本教材を部分

的に活用することも有用である。そのようになれば、本教材の新たな展開が開けることとなる。
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                 新たな展開（例）

①専門分野向け … 諸外国の大学等において使用されている教材等から専門的な部分を抽出

し、本教材に加筆する

②実践者向け  … 本教材を主体ごと（主催者：主に第４章、出展者：同第５章、展示場：

同第６章）に分割したうえで、海外の教材等から実務的な部分（スキル）

を抽出しそれぞれに加筆を行う。可能であれば、国内外の展示会産業経

験者の体験談も取り入れる

具体的な対応方法として、①の専門分野向けについては、国内外の教員や業界団体の協力・

アドバイスのもと、実際に講義を行う大学教員が中心となって作成することが望ましい。一方、

②の実践者向けについては、各産業における業界団体の協力やアドバイスをもとに、日展協等

の業界団体や JETRO などがそれぞれ得意とする分野について作成することが望ましい。

（３）本教材活用のための環境の課題：産学連携推進によるリサーチや人材育成の推進と体制

構築の必要性

（３－１） 産学連携によるリサーチの推進と体制構築の必要性

【課題】

展示会に関わる歴史や役割、効用については、展示会統計データに基づく社会科学的な調査・

研究が伴っていることが重要であるが、我が国には、そのような調査やリサーチ（研究）に裏

打ちされたデータの蓄積が不足しており、教材の材料となるデータが少ないという問題がある。

【対応（案）】

  展示会統計データに基づく調査・研究が行われ成果が生まれるような環境を整備すべく、

産業界が国際基準に基づく透明性・信頼性の高い統計データを蓄積し、展示会産業に関心の

ある研究者へ提供したりリサーチ（研究）を支援したりするような体制を構築する等により、

大学等教育機関との連携を推進していくことが望まれる。そうして得られた研究の成果が、

教材の改訂や新しい教材に活用されることが望まれる。

（３－２） 産学連携による人材育成の推進と体制構築の必要性

【課題】

展示会産業に関わる知識や能力を習得した後に、それが産業界でどのように評価され、就職

に結びつくのか、そして展示会産業への就職後にどのようなキャリアモデルがあるのか、産業

界の人材ニーズは何かということが明確でないと、学習者のモチベーション向上につながらな

いし、大学等教育機関も輩出する人材と産業界の人材ニーズとのミスマッチを懸念し、本教材

の活用が期待される展示会産業関係科目やコース等の設置や導入に慎重になってしまうことが

懸念される。

【対応（案）】

ドイツやアメリカといった海外の大学では、産業界と大学等教育機関が連携し、産業界のニ

ーズを踏まえた展示会に関する教材やカリキュラムを構築しているため、産業界の人材ニーズ

と大学等教育機関が輩出する人材のミスマッチが少なく、そのカリキュラムを履修した学生が

学んだことを活かして展示会産業に就職するというモデルが構築されている。
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我が国においても、産業界はどういった人材を求めているのかという人材ニーズや、就職後

のキャリアモデル等をタイムリーかつ可能な限り明確に提示し、産業界が必要とする人材を育

成できるような体制の構築を、教育プログラム開発やインターンシップ制度の活用等も含め、

大学等教育機関と連携して進めていくことが望まれる。


