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いままに追求言及されることが多かった。日本イベ

Ⅰ.はじめに

ントプロデュース協会（JEPC)２）はイベント総合研

イベントは戦略の確立の上に立ち実施されるべき

究所を中心に「イベント学」の確立のもとに「イベ

である。このことは、イベントの概念が明確になっ

ント戦略論」を研究し続けている。

た 1988 年１）にすでに言及されていた。

Ⅲ.研究の目的

イベント戦略は、主に「Strategy」の概念で示さ
れての説明で十分であった。その内容は主にウエブ

イベント学は体験の学問といえる。イベント学が

スターの辞典による概念領域で説明されて十分であ

あってベントがあるのではない。イベントがあって

った｡小坂善治郎（1991）は「イベント戦略の実際」

イベント学ある。といえる。

を著し、その中で説明されている。

ウィルヘルム・ブントは「直接経験に基づいて考

ところが、現況では、戦略を「Intelligence」の

える学問が正しい学問である」と教えている。

概念で語られ研究されるようになっている。

イベント学は、
イベントの実際の歴史を研究して、
その実践（歴史）の中から繰り返し性、法則性を見

Ⅱ.研究の背景

つけ出す学問といえる。
「イベント戦略論」も数多く

1980 年代、現代社会において、イベントの価値と

の事実をひもといて、その中から普遍性、法則性を

意義が語られるようになった。
特に平野繁臣
（1987）

発見することが重要である。そしてその具体性を抽

の「イベントにおける理論と実際の提言」は、旱天

象化して、分析と総合の反覆から「イベント戦略」

に慈雨のごときものであった。なぜなら、イベント

の理論性が生み出される。

は実践（体験）が伴うものが重要であるとの主張が

「イベント戦略論」を研究するのに、実地実物に

多くなされ、
そのこと自体に異を唱えることはない。

ついて観察し、かつ考察することが大切と考える。

しかし、一方においては、学問体系（Boddy of

本研究では、長いイベントの歴史の中で特質すべき

khirolog)というものに触れて研究する必要がある

イベントの実際から「イベント戦略」が成立してい

にかかわらず、そのこと自体を追求しようとしなか

る事例から研究する。

ったことも多かった。だから「イベント学」はマー

Ⅳ.研究の方法

ケティングの一部とか経営情報学の一部とか、メデ
ィア論であるといった形態で処理されることが当然

イベントの実施の歴史の中から、特記すべき事例

のようになっていた。時には各種シンポジウムにお

を研究対象とする。それには「インセンティブイベ

いて、
「イベントは学問でない」と罵声を、時の大学

ント」×「ミーティングイベント」として松下幸之

教授から平然と浴びせられることも多々あった。そ

助の「熱海会談」と「地域イベント」の九州の「環

の中で、
「イベント戦略論」はイベント学が確立のな

不知火海上サミット」をケースとする。
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これらのケースから「イベント戦略」の実際が読

た。

み取れる。そしてこの中から普遍性を取りだし「イ

「これでは顔が見えへん」

ベント戦略」の理論性に結びつけるものとする。

会議前日、試験会場のように整然と並べられた座
席を見た幸之助は、出席者ひとりひとりの顔がよく

Ⅴ.研究の結果

見えるよう、座席を１列おきにずらし、全員の顔が

イベントの実際（事例）は数多くある。それぞれ

見えるよう並べ直させた。
この難局を打開するには、

のイベントは戦略確立に立脚して実施されているも

とにかく徹底的に対話をするしかない、という決意

のは 10 年、20 年を経た時によく観ると、そこに見

の表れだった。

事なイベント成果が創られ残されている。
「イベント

始まった会談は、さながら「松下糾弾大会」であ

戦略が何であったか」
をよく理解することができる。

った。率直な意見を求めた幸之助に対し、ある参加
者が不満を述べると、堰を切ったように苦情と批判

１．松下幸之助改革

が壇上の幸之助に浴びせられた。

(1）
「熱海会談」
（1964 年夏）３）

幸之助も応酬した。

「経営の神様」が流した一筋の涙。

「そうは言うても、すべてが赤字やない。黒字の

およそ 40 年前に聞かれた、いわゆる「熱海会談」

ところだってある。皆さん本当に、血の小便が出る

は、松下幸之助にまつわる最も有名なエピソードの

まで、苦労されたことがありますか」

ひとつである。

お互いが責任を問い、議論は平行線を辿った。い

東京五輪が開催された 1964 年、
白黒テレビや洗濯

ったいどうすればよいのか。出口の見えない議論が

機などの主力家電が、普及の飽和点へと接近してい

延々と続き、誰もが途方に暮れていた３日目、幸之

た。高度経済成長の反動に、金融引き締めがあいま

助は頭を垂れてこう切り出した。

って、需要は停滞。全国の同社販売店・代理店の多

「現状は、分かった。結局、松下電器が悪かった。

くが赤字経営に転落してしまう。

この一語に尽きると思います」

「商品といい、売り方といい、悪いのは本社では

顔をあげた幸之助の目から涙が落ちた。会場はし

ないか」

んと静まった。

現場は、松下電器への不満でいっぱいだった。事

「30 年近く前、相撲で言えば幕下だった松下の電

態を重視した松下幸之助会長（当時 69 歳）は、営業

球を大いに売ってくださったのは皆さんでした。い

所長および全国の販売店、代理店社長を一人残らず

まの松下電器があるのも皆さんがたのおかげ。松下

熱海の「ニューフジヤホテル」に集めるよう指示し

電器がまず改め、そのうえで皆さんにも求める点が
あれば改善を求めたい。売り上げの減少など、この
際問題ではない。もう、誰が悪いではなく心を入れ
替え、出直したい」
幸之助は詫びた。あれほど激しく非難の声をあげ
た参加者たちも、泣いた。そして協力と団結を誓っ
たのである。
「熱海会談」後、会長職にあった松下幸之助は、
営業本部長として現場に復帰。自ら陣頭指揮に当た
り、その決意を実践して見せた。新たに導入した新・
販売制度は軌道に乗り、松下電器の業績も回復へ向
かったのである。
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(2）
「熱海会談」あんなのは後にも先にもない４）

対立していたメーカーと代理店、３日目に劇的な

３日３晩続けた会談について小長谷兵五（ヤマギ

一致団結

ワ株式会社代表取締役）は、
「熱海会談」から 40 年

幸之助さんというと、すでにカリスマ経営者だっ

を過ぎたころに、次のように述べている。

たから、すごいオーラでしたよ。そんな人が「あん
たん所。どうですか？」って、参加者一人一人に率

２日間の予定が３日間に延長された伝説の会談

直に尋ねていく、そんなふうでした。

「熱海会談」のことは忘れようと思っても忘れら

そうやって開いていったら、松下電器を非難する

れるはずがありません。本当にすごい会談でした。

声が次々に出てきた。それを聞いて幸之助さんが、

松下電器は、幸之助さんだけでなく、役員もほとん

「じゃあ儲かっている会社の方は手をあげてくださ

ど参加していましたが、口を挟むことはありません

い」と尋ねたら、手を挙げたのは 170 社いるうちの

でした。幸之助さん一人が、全国の販売代理店とと

20 数社ぐらいでしたか。幸い、うちの会社は黒字だ

ことん話しあったんです。

ったから、手をあげることはできたんだけれど、圧

当時、松下電器の製品の卸売りを行う販売代理店

倒的に赤字の会社の方が多かった。

が、全国で 170 社くらいあったと記憶しています。

その結果を見た幸之助さんが、
「全部の会社が赤字

その社長が熱海のニューフジヤホテルに集まりまし

というわけではなく、20 数社ではあるが、儲かって

た。私は今年 82 歳になりますから、熱海会議に参加

いるという会社もいるではないか。松下電器製品は

した時には 40 歳くらいだったかな。
ヤマギワの社長

本来販売しやすいはずで、利益があがっていないと

代理として参加しました。

ころは経営的におかしいところがあるんじゃないか」

熱海会談が開催された昭和 39 年は、
高度成長が加

と切り返したんですよ。

熱しすぎたために金融引き締めが行われ、一転して

今でも鮮明に覚えているけれど、前の方に九州に

景気が悪くなった時期です。家電製品の売れ行きも

ある大手の代理店の経営者の方が座られていた。幸

悪くなっていました。

之助さんがその人を指さして、
「あんたのつけている

おまけに、代理店同士が小売店の取り合いをして

バッチはなんですか？ロータリークラブのバッチじ

いたんです。今のように地域による区分けといった

ゃないですか。ロータリークラブといえば、週に一

ものが存在しなかったから、
「一つの小売店が二つ、

回は会合があるじゃないか」
と言い出したんですよ。

三つの代理店と取引をしていました。そうなると代

言葉で、
「赤字のくせに」とは言わなかったけど、
「自

理店の中には損になる値引きをしてまで、小売店の

分のところが大変なのに、人様に奉仕している場合

つなぎ止めをするようなところも出てくる。そうい

ではないでしょう」と本人を指さしながら言うわけ

う競争が、１、２ヵ月どころか、何年にも渡って行

です。聞いているこちらは、
「本人を目の前によく言

われていたんです。この過当競争で販売代理店が疲

うなあ･･････」ととにかく驚いたね。

弊していたところに、不況が襲いかかった。販売店

でも、そうやって名指された代理店も必死です。

がおかしくなるのも無理はなかった。

決して引き下がらなかった。幸之助さんがなんとい

幸之助さん自身も昭和 36 年に社長から会長にな

っても、納得しないんですね。

った。もちろん、現場から完全に離れてしまってい

「松下電器がしっかりしてくれないから、我々が

たわけじゃないが、それでも社長時代ほど現場にい

こんな苦しい目にあっているんだ」とね。

るわけにはいかない。だから、代理店がそこまでひ

当初予定の２日間は、代理店も、幸之助さんもち

どい状況になっているとは思っていなかったんでし

っとも譲らず、平行線の議論が続きました。２日間

ょう。それを一部の販売店からクレームが入って、

もと言うと、長くて飽きただろうと思われるかもし

耳にしたんでしょうね。それで熱海会談が開催され

れないが、ちっとも長いとは思わなかった。お互い

ることになったわけです。

にそれだ真剣だったんだと思います。
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そして３日目に幸之助さんが言い出した

小売店も過剰在庫を抱えるといった事態がなくなっ

雰囲気が変わったのは３日目になってからです。

た。それまで過当競争を生み出していたメーカー、

午前中までは同じ調子で、平行線の話し合いが続い

卸、小売の古い長い商慣習を改革したわけで、電気

たんだけれど、午後になってから幸之助さんが、
「い

業界に対する功績は計り知れないものがある。

ろいろ考え続けたんだが、結局は松下電器に責任が

熱海で３日間話し合って、代理店と松下電器の幹

ある」と言い出したんです。そして松下電器が創業

部が涙してお互いを理解したというと、いかにも情

して電灯の販売を始めた頃、代理店と共に苦労して

に訴えたという印象になってしまうが、情に訴えた

商売をしていた頃の思い出話をされたんですよ。
「皆

だけじゃない、構造上変えなければならない問題を

さんが支えてくれたからこそ、現在の松下電器があ

把握して、変えていったという点こそ、幸之助さん

る」とね。

の功績だと思います。

そしてこう言ったんです。
「私は松下電器の全資産を提供しても、今日に至

実は熱海以前に異国の地であっていた

るまで支えていただいた皆さんのご期待に必ず沿う

当社は戦前からの代理店です。現在の中村社長さ

よう全力をあげて取り組む」と。

んとも、
秋葉原営業所長時代にお世話になって以来、

この話を聞いた我々代理店側も感激してしまって

20 数年にわたりご贔屓いただいているのですが、実

ね。天下の幸之助さんがここまで言ってくれたんで

は幸之助さんとは熱海以前にお会いしています。忘

すから，話が終わる頃には、大半の人が泣いていた

れられないのは、昭和 27 年、ニューヨークで訪米中

と思いますよ。私ももちろん泣いてしまった。そし

だったこの助さんに偶然お会いした時、米フィリッ

て代理店側も、
「自分達にも悪いところがあった」と

プスのオフイスでした

認めて、メーカーと販売代理店が一致団結する体制

すると「今晩、空いていないかい？」と聞かれて、

が出来上がったんです。後にも先にも、参加者がみ

その晩、お食事をご馳走になりました。確かその時

んな泣き出す会議なんて他にはなかった。

には、
「日本では、どうやってテレビを作って、販売

でも、幸之助さんの本当にずごいところは熱海会

したらいいか」といったことをお話ししたと記憶し

談の後です。幸之助さんは営業本部長を代行し、自

ています。

ら体を張って改革にあたられたんです。全国の飯売

当時は 30 歳代だった私のような者にそんなこと

代理店が、月に１回、京都の国際会館に集まって会

を聞くのは不思議のような気もするんだけれど本当

議をすることになりました。その会議を通じて、代

に偉い人というのは、ちっとも偉ぶらない。すごい

理店が儲からない要因となっていた取引慣行の改革

けれど、たたき上げで成功した人ですから、親しみ

に乗り出しました。

あるキャラターの持ち主で、独特の雰囲気を持って

当時の販売代理店は 60 日手形を使って松下や小

おられた。
その後も長い間いろいろと教えて頂いて、

売店と商売をいていました。手形を使うと実際の支

私は今でもとても感謝しているんです。あんなにす

払を先延ばしにできるので、ついつい、10 個でいい

ごい方は今後出てこないでしょう。

ところを、15 個くれといってしまう。その結果押し
２．環不知火海海上サミット５）

込み営業となりメーカーにも、代理店にも、小売店
にも過剰な在庫が生まれる。そこで松下さんは手形

～風の海から“ロマン・アップ・しらぬい”

でなく、現金取引へのシフトをはかり、売れる分だ

熊本県では「地域づくりのリーダーや市町村、県

け取引をするようにしようとしたわけです。

の職員等を対象に、地域活性化の一手法である地域

改革は１～２年で大成功に終わりました。松下製

イベントのあり方や実施手法について、専門的な知

品の過剰在庫はなくなったのを見て、他のメーカー

識を習得する機会（研修)を設けることにより、地域

も現金取引を採用し始めました。
おかげで代理店も、

づくりの主体となる人材の育成を図り、今後の地域
9

づくりの推進に資する」ことを目的に、平成３年度

イベントづくりのプロセスを大切にして、実現に

から２泊３日の集中研修を開催した。研修は「企画

向けて、徐々に広域圏（２市 10 町）のつながりが深

コース」
「計画コース」
「戦略コース」のステップで

まっていったことに大きな意義を見出すことができ

実施した。

る。その意味では，熊本県の直接この２市 10 町とは

この中から「環不知火海海上サミット」の企画案

関係のない市町村の人々も、必死にこの「この計圃

を実際に活用するための「計画書づくり」が検討さ

書づくり」
に取り組み、
成功を祈りつつ支援をした。

れ、イベントの実現に活用されることとなった。イ

実際にイベントが成功して、２市 10 町だけでなく、

ベント企画から計画のプロセスを経て、実際に至る

さらにこのイベントのねらいが波及的に広がるケー

までの実際のケースである。

スとなった。

(1）このイベントの意義と特色

(2）イベント展開の経過

このイベントは、
２市 10 町が広域的なつながりを

① すでに何回か検討されたイベント企画案が，平

求め，そのきっかげとするためのイベントで、イベ

成５年６月上旬に熊本県芦北事務所が中心になっ

ントの持っている機能を有効に活用しようとする大

てまとめられた。

変すばらしいケースと考えられる。

② 6 月29目からの熊本県地域イベソトセミナーの

郡域・県域を越えての、とかく実現しにくいイベ

研修テーマとして取り上げられ｢計画書｣がつくら

ントを、何回ものスタッフ会議を繰り返し、また、

れた。
この計画書が参考資料として｢環不知大海海

県も大きな支援をすることによって、開催されるこ

上サミット実行委員会｣に提供された。

とになった。ここに，いわば，広域行政圏活動のプ

③ 7 月 12 目（目）に実施のためのスタッフ会議（第

レアクショソ（イベント）としての価値を見出すこ

１回）が芦北総合庁舎会議室で開催された。

とができる。

④ 7 月 27 目（火）最終確認を兼ねたスタッフ会議
（第２回）が同所で開催された。
(3）イベントの実施
当初予定された開催日は８月２日であったが、天
候不順で８月３日に実施された。幸いよい天気に恵
まれ、スタッフ会議で検討され、期待された通りの
イベントが実現された。
各首長他によ
るテープカット

オープニング
セレモニーの
獅子舞
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◆飲物：部は無料提供いただいたものです。
市 町 村

品 名

新 和 町 焼酎「天草」
倉 岳 町 「倉岳シモン焼酎」
出 水 市 焼酎「泉之誉」
「おやじの焼酎」
津奈木町 冷酒「しぼりたて生原酒」
水 俣 市 「甘夏サングリア」
「つぼめワイン」
田 浦 町 「甘夏スカッシュ」
（ジュース）
(4）このイベントの企画･計画づくりのポイント
このイベントで興味を引くことが大きく３点ある
と思われる。
１つは，広域の地域イベントに挑戦したこと。２
つには、イベントの中ににユニークなさまざまな仕
写真上：サミット会場 下：交流会会場(エレクションデッキ）

組みを考え出したこと（例えば，ドラマッルギーと
してサミットボックス｢玉手箱｣を企画して実現し

◆各市町村の出品料理
市 町 村

た)。３つには，海上を使用することについて、実施
品 名

のためのきめ細かい計画手順を組み上げ、連絡シス

水 俣 市 彩包帯魚（たちうお料理）

テムを確立したことである。このシステムはマスコ

田 浦 町 甘夏キッス，手作りアイスクリーム

ミ関係の絶大な協力も得ている。結果として、パブ

芦 北 町 うたせ料理

リシティ効果も生まれたのである(報道関係の記事

津奈木町 鯛めし

を一部掲載)。

姫 戸 町 カニ料理
龍ケ岳町 チリメンジャコ料理
御所浦町 鯛（刺し身）
倉 岳 町 アラ（活き造り）
栖 本 町 鰯の田楽
新 和 町 米料理
出 水 市 ワイン・ぶどう、メロン、ハウスミ
カン
東
町 ヒラメ(刺身)

(5）イベントづくりの展開とその評価に
スタッフ会議の第１回と第２回の資料を観察する
と、イベント実施に向げて一歩一歩検討内容がきめ
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細かく進展していることがわかる。

１．
「Strategy」の意の戦略

第１回の資料は、イベントコンセプトの確認や、

戦略＝Strategy とは、ウェブスターの辞典による

企画内容の再検討、さらにイベントセミナーで研究

と次のようにその概念領域が示されている。

された「ドラマッルギー」について取り上げを決め

・上層部門の責任者あるいは上級幹部職クラスの重

ている。さらに「ニュースリリース」や「実施通報

要な任務に相当する。（ウェブスターによれば

システム」
「会場図（港・船上など）
」などの確認を

generalship＜将軍職あるいは指揮の手腕＞問題

している。

領域）

第２回の会議では，実施のための具体的なスケジ

・ライバルと効果的に戦う科学的な技術である。

ュール，スタッフ配置，会場平面図など、徹底した

・目的実現のための慎重な（周到な）プランないし

きめ細かいまとめをして、リハーサルを実施してい

は方法によって構築される。

る。
この時点で県および２市 10 町の関係者の結束が

もっと直截的にいえば、戦略とは戦いに勝つ技術、

さらに深まっている。

プラン、方法の統合的構築と言える。したがって、

また，関係者の徹底した手づくりによるイベント

指令者の手腕（generalship）ということになる。

展開は，極めて優れたイペントコスト管理を実現し

この戦略に対し、戦術（tactics）がある。これ

て、費用対効果を高めた。

は個別の戦いの現場で有利に戦い抜くための技術
や技能を示しています。したがって戦術は極めて現
実性の強い現場即応的の概念である。しかも、戦略
に直結していることが要求される。
戦略は長期的な問題に焦点を当てる計画である
のに対し、戦術は短期的な当面の問題を処理するた
めの業務計画を指している。したがって、戦略が実
行されるには戦術が対応していることが原則で、一
般的に戦略展開といえば、その中には当然戦術によ
る実行が包含されていると言っていい。

サミット会場になった天草・芦北フェリー「あまくさ」

では、戦略的イベントの場合の戦略的とはどんな

Ⅵ．考察

意味を持つのか。例えば、マーケティング戦略と言

２つのイベント「熱海会談」と「環不知火海海上

えば、マッカーシーの提議のように市場標的を定め、

サミット」は、イベント戦略の確立の上に立って企

この標的を射止めるために行う最も有効かつ効果

画・計画・実施と展開された。イベント戦略の狙い

的なマーケティング･ミックスの２つの要素を中核

は、10 年・20 年・50 年と長い期間を経て見たとき

においたものと提議されてきた。しかし、70 年代に

に、その目的が達成されて脈々と 1 つのイベントが

なると、コトラーは「戦略的なマーケティング」と

社会構造の中で活き続けていることが大切である。

いう概念を導入し、
「機会を分析し、目的を選び、

「熱海会談」と「環不知火海海上サミット」のイベ

戦略を展開し、プランを定式化し、それの実行とコ

ントは見事に現在に訴え続けている。

ントロールを遂行するプロセス」を重視する考え方

小坂善治郎（1991）は「イベント戦略の実際」に

を打ち出した。

ついて述べている。その中で、戦略は戦術との関連

つまり、魅力的な市場機会の発見とマーケティン

で成り立つこととしている。主な点は戦術の失敗は

グ戦略の開発、次いでマーケティング戦略の実行

戦略で補うことができるが、戦略の失敗は致命的に

（戦術化）して、そのプロセスの統制およびフィー

なると述べている。

ドバックという考え方である。これは従来定式化さ
れてきたマーケティング戦略というとらえ方より
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もより積極的、前向きな考え方である。イベントに

の中で「イベント戦略論」を考える場合、どうして

おいてもイベント戦略とは、より積極的・能動的な

も大きな時間軸で考えておくことが大切になる。こ

意味で戦略的イベントと言うべきと考えられる。

の研究は過去のイベントの事例を研究して、そこか
ら戦略の普遍性を発見することが基本的なスタン

２．
「Intelligence」の意の戦略

スになる。さらなる研究をしつづけて一つの見解を

北岡元（2003）は「インテリジェンスとは、われ

提案したい。

われが利益を守り、増進するための『判断や行動に
直結する知識』として創造されるものです。情報が

【注】

氾濫し、利益が競合する社会においては、自らの利

１）平野繁臣は 1987 年に「イベント富国論」を出

益を『自覚』した者だけが、
『インテリジェンス・

版した。それまで曖昧であったイベントの概念を

サイクル』を回転させ、利益を『実現』することが

明確にした。

できるのです。
」と述べている。

２）一般社団法人日本イベントプロデュース協会
（JEPC)は 1986 年に日本で初めてイベントの専門

インテリジェンスとは、単なる情報ではない

家・企業・団体によって設立された。

だれでも現実を眺めているいるうちに、
「自分の

設立 10 周年記念として「JEPC イベント総合研

利益を守りたい」とか「自分の利益を増やしたい」

究所」が 1995 に設置された。初代所長に平野繁

と言った欲求に駆られることがあるだろう。それは

臣 JEPC 理事長が就任した。引き続き小坂善治郎

国家や企業、そして個人の全てのレベルで起こるこ

（現 JEPC 副会長・流通科学大学教授・東京富士

とだ。国家が安全を確保しようとしたり、企業や個

大学教授）が就任して現在に至る。

人が利益を増進しようとしたりする。すると、次の

イベント専門研究論文集「イベント研究」を毎

段階は、そのような欲求を実現するための行動だろ

年発行している。

う。そして行動するためには、先ずどのように行動

３）
「松下幸之助『人生と仕事の心得』
」
（2006）
「シ

するかを判断しなければならない。

リーズ偉大な日本人」別冊宝島・宝島社

インテリジェンスは、われわれが眺めている現実

この著書は、松下幸之助について、極めて詳述

を、文章、写真、録音等で写し取ったインフォメー

されている。偉人についての記述であるため８頁

ションから作成されるのだが、重要なのは

～９頁を引用させて頂いた。

「われわれが利益を守ったり増進したりするた

４）同上書の中で 76 頁～78 頁の小長谷兵五氏の語

めの判断や行動に役立つように作られる」

録から多くを引用させていただいた。それは、
「熱

という点だ。つまりインテリジェンスとは、
「判

海会談」の生々しい場面情報が私たちに伝わる。

断・行動に直結する知識」として創造されるものな

私たちは小長谷さんのこの文で胸がつまる感動

のである。

をいつも受けている。

そうであれば、インテリジェンスとはわれわれに

５）このイベントのケースは、小坂善治郎（1993）

とって極めて身近なものであり、かつ「それを利用

の論文として「イベント戦略データファイル・追

しない手はない」という類のものであると言うこと

録 13 号」に発表された。

になる。
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