
マーケティング計画と演出
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1. ダ・ピンチの道具感

「モノを作ろうとするときは，道具を複雑にし

てはならない」

いつごろ，どうし、う経緯で脳裡に焼きつけられ

たものか定かではないが，たしか， レオナルド・

ダ・ピンチの言葉と教えられた.作家，音楽家，

美術家，建築家，それに科学者，医学者，技術;者

と，後年，彼の天才的な業績が次々に発掘され，

これを称える尊称もまたとどまるところがない.

その創造力あふれるダ・ピンチにしてこの言葉で

ある.まさに千金の重み，胸にこたえる金言の 1

っとして忘れ難い.

何かをしようとするときに，道具の使い方に槻11

れぬため未完に終ってしまうことは，日曜大工の

手なぐさみだけでなく，日常の仕事のなかでも案

外に多い.適切な道具の選択と，その扱いの良否

が，目的に叶った結果如何を左右することは自明

であろう.道具の容易性は物事の達成に不可欠な

要素なのである.

この場合の「道具」を，器具，工具という「モ

ノ j の用共から， r手続き」や「仕組みJ ， r コト」

に当つての「方法J という領域にまで広げて考え

てみると，人間関係のどんな状況にもこの原理が

あてはまることに気づかされる.

もともとコトを処する手続きや方法は，全体を

そのだ えいじ (株)電通マーケティング局
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うまく運ぶために作った無形の道具で、あ~.最近

ではこのような範囲までを含めてソフト」と

いう言葉が定着したようだがやり方」である

この道具は，文字どおりソフトであるだけに捉え

どころがない.モノの処理，カタチを作る道具で

はなく，情報の処理，コトを進める道具の特質と

いうべきであろうか.

コンビュータのソフトウェアがその典型である

ように，この道具は，利用の場に供された途端に

自己増殖を始める.手続きは手続ぎを生み，方法

は自分自身を改良工夫するための方法までも生み

出そうとする.複雑さは際限もなく進行し，道具

としての有用性が高ければ高いほど，この活動を

止どめることもまた難しい.

かくて取扱いがきわめて厄介なオーパー・ヘッ

ドが，いつの間にかその存在を主張し始める.そ

して， ソフトな領域，人間系のシステムにありが

ちなこうした現象が，何よりも一層深刻な事態に

立ちいたるのは，その改善に当つての「手段」が

あたかも「目的」であるかのごとくに見えてくる

ときである.

2. 手段と目的

手段と目的の混用は，特に知的技術のなかにさ

りげなく潜んでいる.誤解を恐れずにはっきりい

えば，情報処理にかかわる作業のかなりの部分

は，ほうっておいても複雑さが増大するという特

色をもち，手段が目的化する危険性をはらんでい
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る.人間の知的活動，頭脳労働の源泉がこの情報

処理にあるからである.

モノを作る道具，モノに関する道具が目的化す

ることは，骨董趣味や，一部マニアの愛好を除い

てほとんどない.ネジまわしはネジの締緩が目的

であり，ノコギリは木を挽くことに本来の価値が

ある.システム化，ファッション化がし、ちじるし

いといわれる最近のクルマの場合でさえも輸

送の道具」としての本質を離脱するほどの商品化

は，まだ行なわれていない.

ところが，コトを処する道具の場合はそう簡単

でなく，文字どおりコトは厄介である. rやり方J

の筋道は幾通りでも存在し，第 1 ，目的自身が変

化することもしばしばである.

たとえば，ライフサイクルの成熟期に入った自

社商品の活性化を意図するとき，商品自身の改良

や，価格競争力の付与などのほかに，流通経路へ

の働きかけ，新しい販売促進活動の展開など，取

る手の組合せは無数に考えられる.これを称して

専門家はマーケティング・ミックスと呼ぶのだが

なるほど，どの手段とどの手段を，どのくらいの

比重で交ぜ合せ，有機的効果を発揮させるのかが

課題であり，そのことがマーケティング計画作業

を，煩噴で， J犠烈なものとしている.

そこで心あるプランナーたちは，このマーケテ

ィング計画作業においても，何とか科学的，合理

的な遂行の方法はないものかと模索する.むろん

生産ラインにおける NCや，ロボットのようには

いかないのだが， ORや，システムズ・アプロー

チの手法は，こうしてマーケティング・プランニ

ングの領域にも入りこんだ.これをもって，世の

マ}ケティング・ミックスが飛躍的に向上したと

いうほどの自信はないが，それまでの経営者や，

営業マンの経験と勘に加えて，数量化され，シス

テム化された論理の世界が rモノを売る」とい

うマーケティング概念のなかにも拓かれたことは

事実である.

しかしそのことが誘因の l っともなって手
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段と目的J にかかわる新しい問題が生じた. 1 つ

は数量化つはシステム化が惹起したものであ

るといってよ\，\.

まず前者についていえば，数量化のための数値

測定に対する異常発達ともいえる現象である.マ

ーケティングにおける数値測定は，一部，テレビ

視聴率測定機や，プログラム・アナライザーなど

機械測定部分も存在するが，多くは，いわゆる市

場調査によって収集，分析される.今日，この双

方について統計的な理論づけと，それにもとづく

精級な体系のひろがりが展開し，おそらくこの面

の測定に関する技術的水準は，世界に冠たるもの

があろう.

もともと日本の風土のなかには， 日本料理がそ

うであるように，素材の吟味に対する厳しさがあ

る.四季に恵まれ，山海の旬の味を賞味する気風

が，調査の領域にも反映されているのかもしれな

い.ともかく素材の良否にうるさく，ときとして

素材を手に入れるだけ，つまり調査の実施に執念

を燃やすのあまり，これを料理して味わおうとす

るころには，息切れをおこして消化不良という不

幸にも見舞われかねない. r料」があって「理」

がないといわれる日本料理への一面の悪口が，こ

うした数量化の場合にもあてはまっているといえ

そうである.

もう l つのシステム化が惹起した問題点という

のも，実はこれと同じように手段の目的化といえ

るものである.システム化が企業経営や，マーケ

ティング活動の計画段階において，きわめて重要

だと認識されたのは昭和40年代のはじめであっ

た.爾来，社会のあらゆる分野でシステム化が喧

伝され，事実，その進展によって多くの成功例も

生まれた.しかしその成功の大部分はモノを生み

出す，またはモノにかかわる生産ラインや， トラ

フィックのシステム化であって，計画要素を含む

人閥系のシステムにおいては，いくつかの大きな

失敗例が取り沙汰されている.要するに思ったほ

どの効果を上げることができなかったといってよ
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L 、.

そこでシステムは初期の効果を求めて 2 つの)j

向に自己増殖を開始L た. 1 つはシステムそのも

のを精融化し，より広範な，より複雑な体系化を

はかろうとする方向であり，もう 1 つはシステム

のアウトプットたる「データ」を，より速く，よ

り多く出そうとする方向である.前者はシステム

全体をますます壮大，かつ壮重にし，保守と活用

l二の障壁を築き上げることとなったし，後者はま

た利用者で、あるはずの人聞を，データの洪水に濠

らすこととなって，さらに深刻さを増してしまっ

た.

こうして考えてみると計画」というビジネ

スにとって不可欠の要素は，いかに科学性，合理

性が重要であるとしても，それが度を越すことに

よって手段と目的の取違いをおこしかねないとい

うことを教えている.その危険は，数量化や，シ

ステム化が関係者の聞で一種「信仰」の対象にま

で昇華されたとき頂点に達する.

3. 計画と実行

ところで計画は，それに携わるものにとっては

成果物たりうるが，本来の意義は，あくまで対象

となる究極の目的を達成するための手段にすぎな

い.実行されてはじめて価値を生ずべきものであ

って，実行されない計画はまったく無価値なので

ある.計画過程で蓄積される計画者にとっての若

干のノウハウを除いては，すべてが徒労に終って

しまうかもしれないという，この計画がもってい

る宿命から，次のようなきわめて重要な本質を指

摘することができる.

まず第 l に，計画は実行に先き立つあらかじめ

の情報処理であって，その主たる処理の対象は事

態の予測であるという点である.この場合の予測

は，計画値として算出すべき実行基準値と，実行

にともなって想定されるあらゆる危険の提示とい

うことになろう.

したがって第 2 には，よく管理され，行き届い

1982 年 10 月号

タト(1サ 7 ィードノ〈ソク
r-ーーーー~・司ーーー--・ーーーーー-ーーーーーー・・ーーーーーーーーー寸

L一一一-J L一一一一!
|人JiJ'J7 ィ ドノぐノク

図 1 計画と実行

た計画作業では，実行基準値をもとにとりうる手

の組合せを換えて，模擬的な試行実験がデスクワ

ークとして行なわれる.いうところのシミュレー

ションを通じて効果最大，または危険最小を目的

とする基準値の調整が重要なのである.

こうして策定された計画は，程度の差こそあれ

何らかの形で必ず意思決定の場に供される.計画

者白身が意思決定をドす場合もあれば，組織だっ

たディシジョン・ボードの決定にゆだねられるこ

ともある.がし、ずれにしても計画作業の成果は，

この意思決定という一種評価の過程を経て，はじ

めて実行に移される.

そこで第 3 点としてあげるべきはこの意思決定

というファンクションの存在であり，なかでもこ

れを促すために行なわれる「プレゼンテーション」

の重要さであろう.少なくとも意思決定というの

は，計画そのものの良し悪しのほかに，このプレ

ゼンテーションの良否が結果を大きく左右する.

しかもその結果というのが原則としてはイエスか

ノーか， ゴーかストップかという二律背反の峻厳

さをもっている.

計画はプレゼンテーション段階で「イエス」の

意思決定を得ないかぎり実行されない.くり返し

ていうが，実行されない計画はまた無価値で、ある

こと自明である.
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4. プレゼンテーションと説得

いうまでもなくプレゼンテーションは説得

である.意思決定はプレゼンテーションとい

う説得行為の所産であって，計画そのものに

内在されている「説得性」は，ごく副次的な

役割しか果たさないこともあり得る.極端な

例で恐縮だが詐欺や，好計によるスパイ行為

などは，このプレゼンテーションの犯罪面へ

の応用であるといえよう.この場合の計画そ

のものには，誇張や，虚偽があるだけであっ

て，正しい意味での本来的価値はない.つま

り計画の中身には関係なしプレゼンテーシ

ョンの力によって人を動かし得るというまこ

とに端的な例の l つである.

説得は何らかのコミュニケーションを通じ

て，相手の理解，または信頼をうることに始まる.

「理解」は説得内容の合理性，妥当性の問題であ

れ 「信頼」は説得者の人間性，被説得者の情緒

性とでもいえようか.そして説得の最終日的は，

白己に有利な状況をつくること，または相手に行

動をおこさせること，ということになるのだが，

そのためには，理解と信頼のいずれかがあれば達

成が可能である. rあなたのいうことなら，まあ

いいでしょう」というのは，理解を棚上げにした

信頼のシチュエーションというわけで、ある.

さて，ここでもう一度はっきりさせておかなけ

ればならないことは，計画と実行との関係におい

て，説得の本質が「ゴーサイン」を得ることだと

いう点である.逆にいえば計画の理解や，計画者

への信頼は，この説得の i つの過程であって，目

的の一部にしかすぎない.実はこの点に対する認

識においても，ときとして手段と目的を見誤る可

能性が潜んでいるといえる.

5. 演出の重要性

「ものは器(うつわ)で食べさせる」という言葉

のなかには器がなければ食べにくし、」という
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図 2 計画課題
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のを別にして中身と同じくらいに器も大切」

であることを主張すると同時に，まずいものでも

「器によっては良くみえる」という意味合いも込

められているようだ. ものごとに対する日本人の

感覚がそのように作動する特色をもっているとい

うことは，もともと器の重要性を是認していなが

ら，だからこそ器の良いものには「まやかし」も

また多く，気をつけないと編されるという用心深

さも身につけているがゆえであろう.

プレゼンテーションに対するいわれのない軽視

や誤解は，こうした習性からきたものだといって

よい.有能なプランナーがともすると計画そのも

のの良否に執念を燃やし，それこそが与えられた

使命であるかのごとくに他を顧えりみないのもそ

のためだといえる.プレゼンテーションにおける

シナリオや， レトリックや，ユーモアの検討など

が，彼らにとって関心外であり，したがってまた

不得手であったりすることは，まことに不幸なこ

とだといわなければなるまい.

本来，良い計画とは良いプレゼンテーションを

も含めて評価されるべきである.良い商品には良

い売り方がついており，そこが製品(プロダクツ)
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と商品(グッズ)の違いであるともいわれるが，そ

の原理と同じことがここでもあてはまる.反論の

余地なく説得が可能な科学的，論理的「計画j と

いうものはほとんど存在しない.計画は解決すべ

き課題の態様に応じて，必要な情報素材たるデー

タを積み重ね，各計画過程で計両者の「心証j に

よって取捨選択と，再構築が行なわれるという宿

命をもっている.そこにすでに情緒的な感性の世

界が入りこんでいる以上，プレゼンテーションに

おける受け手の情緒性を問題とすべきことは当然

である.

それは総合的で行き届いた「演出」の必要性を

意味している.ショウ・ピジネスにおける演出に

学ぶところ大であるが，なかでも，日本の風土，

日本人の血のなかに育ち，洗い上げられてきた古

典の f芸」の世界が大いに役立つ.歌舞伎や，寄

席芸のもっている演出力を，プレゼンテーション

という観点から分析した論にはまだ接していな

し、.

マーケティングの世界ではテレずに演出」

したものが勝つ.

一一……一一……..一回一一…….".......一一一..一一一回・.....……一一一岡田町・........._-同国一「

特集に当って
小林竜一

日常の暮しの中でわれわれはいろいろなイベントに のお話しをというご意見があれば編集委員会にお寄せ

出会い，その心にくい演出に感心する.たとえば東京 いただけると幸いである.将来特集を再び組むか，ま

オリンピックの閉会式などを今でも憶えておられる方 たは特集としてでなく適当な号に分散して掲載させて

も多いのではないか. いただくこともできると考えている.

また，名著といわれる本を読み，名講演を聞いて感 最後にプレゼンテーションについて拙いながら私見

激した経験をもたない方はあるまい. を述べさせていただいてこの稿を閉じたい.

これらはもちろんその内容が大切で、，それが本質で 私が日頃感じているプレゼンテーションの要点、は，

はあるが，その演出，構成に深く先を読んだ技術的な 1) 対象(受け手)の状態をよ〈把握する(教養，

配慮があって，その効果が倍増していると考えてよか 生活，経歴など).

ろう 2) 対象の関心を集める(導入部).

OR ワーカーとしてこれらプレゼンテーションの技 3) 主題を理解するのに必要ないろいろの事柄を展

術力・演出力・構成力についても研究をしておくこと 関する(伏線を置く).

は悪いことではないと考えて，この特集を企画した 4) 対象(受け手)が自分で主題を発見できるよう

プレゼンテージョンにおいてはその問題の性格や， に刺激する(受け手を追込む). . 

演出者・著者・講演者の人格，そしてTPOのすべて 5) 対象の状態をよく見ながら最適の時点で主題を

の様相によって効果ある手法・考え方・展開法はすべ 展開する.

て違うであろうからつの事例を知ってもこれがそ 6) 余音を残して締めくくる(受け手の自主性を残

のまま応用できるとは限らないが，いろいろの分野の す).

方々の苦心された点，成功された点をうかがって自分 という 6 つの段階を有機的に(それぞれを自然に)連

の教養とすれば，それはいつか役に立っと考えた. 絡することがよいと思っている.

また，本特集の執筆をお願いした方々はお忙しい方 なお，論理の展開が主となる場合には，上述の観点

方なので，一部ご依頼した方からの原稿を入手するこ のほかに，講演者が一言を惜しんだため，著者が一行

とができなかった.そんなわけで特集として見たとき を惜しんだために，受け手が論理の系を見失し、，多く

に全般的なバランスをとることはできていないかもし の時間を浪費したり，または，ついにその学問への輿

れない.この点は読者のご容赦をお願いするとともに 味を失なうことが多いことに留意すべきではなかろう

もしこういう分野，こういう方にプレゼンテーション か.
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