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東アジアに商機を求めて

〜加速する国際化の動きと展示会ビジネス〜

−− 特集 −−

東アジアに商機を求めて
〜加速する国際化の動きと展示会ビジネス〜

内で小間数が把握可能なもののみ集計

※ ピーオーピー展示会データベース

概ね立証可能と言える︒

成熟した日本のマーケットでのビジネスに限界を感じ、商機を求めて海外
に打って出る国内企業の動きが加速しているが、展示会産業も同様、グロー
バル化を意識せざるをえない状況にある。
そこで今回の特集では、東アジアのビジネス動向を紹介し、魅力あるマー
ケットで展示会が有効活用されている現状をお伝えすることで、展示会ビジ
ネスの可能性を探っていく。
そのため、国際的な視野をもって各国の現状や最新の情報収集に励む岡村
氏、寺澤氏らには東アジアの現状をレポートしていただくとともに、日本の
展示会産業のあるべき姿を訴求してもらった。また、各国のマーケットに挑
戦する主催者、出展企業の各氏にインタビューあるいは寄稿をお願いし、ケ
ーススタディとして並べることで、どのような目的意識をもって展示会とい
うメディアを有効活用しているのかをまとめた。
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出所）国民経済計算年報、ピーオーピー展示会データベースより作成
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︑
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定量的にも

は東アジアのシェアが最大
になるという推測結果であ
る︒
これらのデータから︑今
後の日本および東アジアマ
ーケットについて︑以下の
３点が言及される︒
Ⅰ．超高齢化社会︑人口
減少社会へと移行しＧＤＰ
成長率が長期にわたり低迷
する日本において︑今後︑
ＧＤＰ成長率が改善しない
限り国内マーケットを対象
とした展示会開催ニーズの
拡大を見込むことはむずか
しい
Ⅱ．一方︑中国を中心と
する東アジアは世界最大の
見本市・展示会マーケット
へと成長するポテンシャル
を有している
Ⅲ．つまり︑日本の展示
会産業は国際化を果たせれ
が図表３である︒２０１０ ば︑近隣諸国で成長するマ
年時点で最大のシェアを有 ーケットの恩恵を享受し成
していた欧州に代わり︑僅 長可能であるが︑国内マー
差ではあるが２０３０年に ケットに留まる限り大きな

世界経済は２大経済大国時
代を迎えることとなる︒
また同じくＩＭＦのデー
タから２０１０年時点及び
２０３０年時点の地域別Ｇ
ＤＰ構成比率を示したもの

向〟ではないだろうか︒景 ○東アジア経済の成長力
次に世界経済の潮流およ
気が良ければ開催需要も 増
え︑景気が悪くなれば開催 び今後の動向についてその
需要が減る︒この関係を定 概要を紹介する︒図表２は
量的に分析した結果が図表 ＩＭＦ︵国際通貨基金︶の
１である︒
予測値をもとに２０１５〜
分析の詳細は割愛するが︑ ２０３０年の主要国のＧＤ
２００３〜２００９年のＧ Ｐの推移を推計した結果で
ＤＰと年間の出展小間数※ ある︒さまざまな不確定要
は︑
０・ で非常に高 素を抱えながらも︑中国が
順調に成長を続ければ２０
３０年時頃には︑アメリカ
と並ぶＧＤＰ規模に成長し︑
R2

ＧＤＰの相関関係

（日本：2003 〜 2009年）

見本市・展示会の開催需
要の増減は何によって決ま
るのか︒展示会産業に従事
される方々であれば︑さま
ざまなご意見をおもちのこ
とだと考えられるが︑最大
公約数的な答えは〝景気動

GDPと出展小間数の関係
図表１
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２〜 17面
統計データ等からみた東アジアおよび日本の
見本市・展示会マーケットの動向

岡村 篤
社会システムコンサルティング部
（株）野村総合研究所
〈寄稿〉

▶総論
▶ＵＦＩデータ
▶アジアの潮流と日本
▶中国（全般）
▶台湾
▶中国（南寧）
▶シンガポール
▶ビジネスガイド社（主催者）
▶ICSコンベンションデザイン（主催者）
▶日本能率協会（主催者）
▶金子製作所（出展企業）
▶三栄水栓製作所（出展企業）
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展示会業界の国際化に向けた打ち手
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特集 東アジアに商機を求めて

ＵＦＩアジア展示会産業年次統計報告

地区マネージャー
氏

急成長で世界の中心に
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る︒アジア展示会産業の成
長は昨年だけでなく継続的
に 成 長 し て い る︵ 図 １︶
︒
他の地域の推移と比較する
と︑アジア太平洋地域の成
長率が突出しており︑２０
０８年のリーマンショック
以降も成長を続けているこ
とがわかる︵図２︶
︒
とくに中国は展示規模８
５２万㎡と ％を占めてお
り︑成長率も４％と安定し
た成長を見せている︒日本
は１９２万㎡の規模となっ
ており全体の ％とアジア
で２位の地位を占めている
が︑ 年からほぼ横ばいで
年は約２％の減少となっ
ている︒３位の香港は 万
㎡と日本の半分に満たない
が︑２会場のみの数字であ
ることを考えれば効率面で
55
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特筆すべきと考えられる︒
以下３位韓国︵ 万㎡︶
︑４
位 イ ン ド︵ 万 ㎡︶
︑５位
台湾︵ 万︶と続いている
︵図３︶
︒
展示規模では中国が大半
を占めているが︑売上額を
み る と 日 本︵ ・ ４ ％︶
︑
香港︵ ・８％︶の比率が
高くなっており︑中国の面
積当たりの出展料︵売上︶
が相対的に低いことを示し

図３
す︒そのうち６社がリード
やＵＢＭなど多国籍企業の
グループメンバーであり︑
日本を本拠地とする会員は
３社・団体というのが現状
です︒
アジアにおいて中国に次
ぐ第２の展示会大国である
日本としてはとても少ない
数字だと思います︒
わたしの来日の目的の一
つはＵＦＩのプロモーショ
ン︑日本展示会産業の方々
に私どもの存在と活動内容
を知っていただくことです︒
来年は２月には中国・深圳
でアジアＵＦＩオープンセ
ミナーも開催します︒ＵＦ

たいと思います︒日本から
多くの方のご参加をお待ち
しています︒

業での国際化の近道といえ Ｉの活動がどのようなもの
るでしょう︒
か体験していただき︑ぜひ
しかし︑全世界で５５０︑ 加盟をご検討していただき

なっています︒私どものネ
ットワーク︑認証︑教育プ
ログラムの活用が展示会産

──日本展示会産業へのア
ドバイスは
展示会産業も他の産業と
同様に国境がなくなってお
り︑国際化は不可避の課題
となっています︒そのなか
で︑日本は展示会産業の規
模や先進性からみてアジア
のリーダーとなるべき存在
と考えています︒
ＵＦＩは展示会産業最大
の団体で︑国際化推進に役
立つさまざまな機会をご提
供しており︑アジア域内で
もさまざまな支援活動を行
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懸念は中国の過剰な会場建設

同報告書によると２０１
０年にアジアで開催された
展示会は１８００件︑展示
規模は前年比 ％増の１５
００万㎡︑売上げは ・５
億米ドルと４％上昇してい

異なると思います︒さまざ
まな違いがありますが︑も
っとも重要なのは展示会産
業がほかの経済発展にあた
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展示会産業の軸足はアジアへ移行︑成長の中心

図２
──アジア展示会産業の動
向は
アジアの展示会産業はこ
の数年目覚ましい成長を続
けています︒
さらなる成長のために求
められるのはロシア︑イン
ド︑ブラジル︑中東などの
出展企業が注目する急成長
市場のバイヤーをいかに誘
致するかでしょう︒またア
ジア域内の流通を大きく推
進するＦＴＡの締結も展示

会産業の国際化にとっては
大きな影響を与えるでしょ
う︒
また︑リアルな場である
展示会とバーチャルな電子
商取引の融合がキーファク
ターとなるでしょう︒講演
でもお話ししたようにグロ
ーバルソーシーズが展示会
に参入していますし︑展示
会産業もＩＴツールを活用
しはじめています︒
──ＭＩＣＥについてはど
のようにお考えですか
ＭＩＣＥという概念がア
ジアでも浸透してきてい
ま す が︑ 展 示 会﹁ Ｅ ﹂ は
﹁Ｍ﹂
﹁Ｉ﹂
﹁Ｃ﹂とは少し

35

ＵＦＩ︵国際見本市連盟︶はこのほど︑２０１０年度のアジア展示会産業
年次統計をとりまとめ︑報告書を発行︒アジア地域責任者のマーク・コック
レーン氏が来日し︑その内容について日本の展示会産業関係者に解説した︒
港︑ イ ン ド︑ イ ン ド ネ シ 台湾︑タイ︑ベトナムの
ア︑日本︑韓国︑マカオ︑ の国と地域で調査を行なっ
マレーシア︑パキスタン︑ ている︒
フィリピン︑シンガポール︑

日本がアジアのリーダーに

アジアの展示会動向を

同報告書の調査対象は２

国際化推進し

調査・分析した報告書
ＵＦＩはフランス・パリ
近郊に本部を置く展示会産
業の国際組織︒１９２５年
４月にイタリアで展示会産
業の振興を目的に欧州 か
国の展示会関係者が集まり
創立された︒
現在では 以上の国と地
域から︑展示会主催者や施
設運営者を中心に５５０以
上の会員が参加しており︑
会員各社・団体が運営する
展示会を合わせると４５０
０件を超える︒展示会産業
振興のプロモーションや国
際展示会の認証︑資格制度
や教育プログラムの提供︑
機関誌の発行︑会員どうし
の交流推進などを行なって
いる︒
展示会産業の調査も主要
な活動の一つで︑アジア展
示会産業の年次統計﹁ The
Trade Fair Industry in
﹂を２００４年から
Asia
調査会社ＢＳＧと共同で発
行しており︑今回で第７版
となる︒
報告書は１１０ページに
わたり︑アジアの主要国の
展示会開催状況︑展示会場
の詳細︑展示会産業の市場
規模︑経済効果などを調査

80

したデータと︑各国の展示
会産業の動向・情勢を分析
している︒

10

アジアで１６８社・団体が
参加しているなかで︑日本
の会員は９社・団体だけで

て い る︵ 図 ４︶
︒その理由
についてＵＦＩは︑中国の
過剰な会場建設および増床
にあると分析している︒
年から 年までにアジア全
体の主要会場のキャパシテ
ィは３００万㎡から６００
万㎡とほぼ倍増しているが︑
その多くを中国が占めてい
る︒他のアジア諸国が 年
に拡大のピークを迎えたが
中国は急成長を続けており
︵ 図 ５︶︑ Ｕ Ｆ Ｉ が 調 査 対
象としている大規模会場だ
けでも 施設︵日本は 施
設︶となっている︒ 万㎡
を超える大規模会場がアジ
アに 施設あるが︑ 万㎡
の広州・琶洲会場をはじめ
９つが中国の会場だ︒さら

に︑五輪や万博の跡地を中 していない︒外資系の展示
心に今後も大規模展示場建 会企業の参入が制度上むず
設の計画は続いている︒
かしいことと︑群小の主催
過剰な会場供給による展 者の整理統合が進んでいな
示面積単価の下落だけでな い︒しかしそれらの問題を
く︑稼働率の低下による社 解決すれば飛躍的に向上す
会問題化︑メンテナンス不 る可能性を秘めている︒
足などが懸念される︒
シンガポールのマリーナ
ベイサンズをはじめ︑カジ
他産業が参入し競争激化
ノや商業施設︑レジャー︑
国際的な人材育成がカギ
美術館などを集約した複合
施設がアジアのトレンドと
なっている︒それにより展
示会だけでなく︑国際会議
やイベントなどＭＩＣＥ全
体を視野にいれた動きが進
むのではないか︒また︑国
際企業の参入により国内だ
けでなく︑周辺諸国をまき
こみ市場の国際化の加速︑

図４

ＵＦＩはアジア展示会産
業の動向について次のよう
に分析している︒
アジアの多くの国が高い
潜在力をもっているが︑も
っとも注目している国の一
つがインドだ︒急速な経済
成長を遂げているが展示会
の市場規模はほとんど上昇

図５-2

4.3

える波及効果の大きさでし
ょう︒
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図５-1
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マーク・コックレーン 氏

図１

海外キーパーソン

10

分析データ

０００㎡以上の大型のＢ
Ｂ展示会︒豪州︑中国︑香

マーク・コックレーン
UFI アジア太平洋
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Ｍ＆Ａによる整理・統合が
さらに加速すると予想され
る︒すでにＵＢＭやリード
エグジビションはアジア展
示会の買収に積極的な動き
をみせている︒
また国際展示会企業だけ
でなく︑他業界からの参入
も考えられる︒グローバル
ソーシーズなど産業界との
強いパイプをもち︑潤沢な
資金をもつ企業間電子商取
引の大手企業がすでに参入
をはじめている︒日本では
知名度のあるアリババが参
入する可能性もありそうだ︒
また︑大型施設の増加や

国際化の加速により︑マネ
ジメントクラスの人材が不
足している︒特に中国語を
話す展示会運営の優秀な人
材確保は急務となっており︑

マカオ・香港・台湾からの
人材流出が加速している︒
ワーカークラスは十分な需
要があるため︑展示会産業
に特化した教育プログラム
のニーズがさらに高まるだ
ろう︒ＵＦＩではこのよう
なニーズに応えるため︑展
示会産業の国際的人材育成
を 支 援 す る 資 格 制 度﹁ Ｅ

ＭＤ︵
Exhibition
Manage︶﹂やネット
ment Degree
上でも受講できる１５０時
間にもおよぶ教育プログラ
ム用意している︒

