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難しく，その判断基準は，これら利益の享受者  

である住民や国民といった，これら組織を取り  

巻く多様な公衆（public）の，主観的な判断によ  

るところが大きくなる（4）。   

組織を取り巻く公衆の多様な価値観は，相互  

に競合する場合が少なくない。また，公衆の多  

様な価値観が，組織に対する多様な要望の形で  

提示され，組織側との間で問題になるケースも  

少なくないものと思われる。学校や病院に対す  

る保護者，患者，地域住民などからの要望や苦  

情が多くなっているとの指摘は，近年随所で耳  

にするところであろう（5）。しかしながら顧客の  

欲求に応じて提供する商品・サービスを変える  

ことができる営利組織と異なり，公益的な性格  

を持つ非営利組織にあっては，果たすべき本来  

の組織使命から禿離した要望に応えることは困  

難であり，これら公衆の多様な要望にどこまで  

対応すべきなのかという問題は，営利組織以上  

に，非営利組織にとって重要な検討課題になら  

ざるを得ない。   

公衆との良好な関係づくりに関わる経営行動  

は「パブリック・リレーションズ」と呼称され  

ている。しかしながら非営利組織においては，  

その機能とマーケテイングの機能との区別が，  

営利組織ほど明確になっていないことが多いと  

いう（6）。   

筆者はこれまでに，教育機関に応用されるマ  

ーケテイングは，佃の機関に適周されるマーケ  

テイングとどこが違うのかという点に関心を持  

ち，研究を進めてきた（7）。教育機関に応用され  

るマーケテイング理論の体系化を行ってきたの  

がフィリップ・コトラーである。彼は，非営利  

組織に適用されるマーケテイング理論を発展さ  

1．問題の所在  

「マーケテイング（marketing）」と類似する  

概念に「パブリック・1）レーションズ（public  

relations）」がある。本稿では，両者の相違を，  

フィリップ・コトラー（PhilipKotler）の所論  

に基づいて検討することにより，大学・学校を  

はじめとする非営利組織における「マーケテイ  

ング」とは，いかなる経営行動を意味するのか  

を明らかにすることを目的とする。   

本稿が考察の対象とする公共・非営利組織に  

ついて説明しておこう。マーケテイング理論に  

おいて，非営利組織は，民間企業をはじめとす  

る営利部門と異なり，その所有者や株主に配当  

するための経済的利益を追求するものではない  

と考えられており，その存在価値は，公益性の  

ある「社会的利益」を提供するところにあると  

されている（1）。このような性質を持つ組織とし  

ては，我が国においては，医療法人，社会福祉  

法人，学校法人，独立行政法人，国立大学法人  

といった公益性を持つ法人のみならず（2），病院，  

学校，スポーツ施設などといった地方公共団体  

が設置する公の施設（地方自治法（昭和22年法  

律第67号）244粂1項）が該当するものと考えら  

れる。   

先に述べたように，このような組織の存在価  

値が公益性のある社会的利益の提供にあること  

を考えると，これら組織の業績を財務的指標で  

測ることは困難であり，これら組織の業績の測  

定に当たっては，何らかの非財務的な指標が必  

要となる（3）。しかしながら，社会的な利益享受  

の程度を具体的な指標によって表示することは  

筑波大学教育学系  
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2．パブリック・リレーションズとマーケティ  

ングの相違  

（1）コトラ一によるパブリック・リレーション  

ズの概念   

コトラ一によれば，非営利組織においては，  

マーケテイングの必要性が認識される以前から，  

パブリック・リレーションズ担当者が置かれて  

いたという。これら組織におけるマーケテイン  

グ問題が表出したときに，パブリック・リレー  

ションズ担当者の職務上の責任が，いくつかの  

マーケテイングの業務を含めて拡大されていっ  

たのである（9）。   

非営利組織を村象としたマーケテイングの理  

論の中で，コトラーがパブリック・リレーショ  

ンズの概念を明示したのは，1982年に出された  

著書『非営利組織のためのマーケテイング戦略  

（MarketingforNonpro丘tOrganizations）第2  

版』であった。以下では，同書と，コトラーが  

非営利組織を村象としたマーケテイング理論を  

2003年に著した最新版『非営利組織のための戦  

略的マーケテイング第6版』をもとに，コトラ  

ーが示す非営利組織におけるパブリック・リレ  

ーションズの概念を明らかにする。  

1982年の著書の中で，コトラーは「組織は，  

その基本的な仕事を遂行する過程で，ある公衆  

の関心を探索し，他の公衆の関心を引きつけな  

ければならない」（10）と述べている。コトラ一に  

よれば，公衆とは「ある組織に現実に又は潜在  

的に関心を持ち，あるいは影響を与える識別可  

能な人々や組織」（11）を意味するものである。   

コトラ一によれば，公衆は組織に村する機能  

的関係に基づいて分類がなされる。「入力公衆  

（inputpublics）」は，資源と緊張を組織に対し  

てもたらす。入力された資源は，「内部公衆  

（internalpublics）」によって有効なサービスに  

変換され，変換されたものは，「媒介公衆  

（intermediarypublics）」の協力の下で，目標と  

された「消費する公衆（consumingpublics）」  

にもたらされる。非営利組織は，これらの公衆  

の大半又は全てを相手にしなければならない点  

が，営利組織との大きな違いであるとされてい  

る（12）。  

せる中で，教育機関へのマーケテイングの応用  

について，独自の論を展開してきた。したがっ  

て，教育機関に応用されるマーケテイング概念  

の特質を探るためには，非営利組織を対象とし  

たコトラーの理論において，マーケテイングと  

類似する概念であるパブリック・リレーション  

ズ概念がいかなるものとして規定されているの  

かを明らかにすることが有益と思われる。また  

このような課題を明らかにすることを通じて，  

学校・大学等の組織において，公衆との関係を  

いかに管理して組織の使命を果たすのかといっ  

た，今日的な実践上の課題についても，何等か  

の示唆が得られるであろう。   

次節では，コトラーが提示した非営利組織を  

対象とするマーケテイング理論において，パブ  

リック・リレーションズとマーケテイングが，  

それぞれいかなる概念として提示されているか  

を整理する。続く第3節以下では，上記で整理  

した両者の関係を規定する論理が，コトラー自  

身が示している非営利組織を対象としたマーケ  

テイングの論理の中で，一定の整合性を持った  

ものとなっているのか否かを問う視点から，コ  

トラーの理論を批判的に検討する。第3節では  

両者の目的に焦点を当て，第4節では両者の方  

法に焦点を当てて検討を行う。以上の検討に基  

づき，第5節では，非営利組織におけるパブリ  

ック・リレーションズ概念とマーケテイング概  

念の相違を辛がかりとして，非営利組織を対象  

としたマーケテイングの特質を明らかにする。  

具体的には，コトラーが提示している大学を村  

象とした事例を引用して考察を行うこととする。   

以上の手順を経て，本稿では，コトラーが提  

示するパブリック・リレーションズ概念とマー  

ケテイング概念との間に相違が見られず，両者  

の概念について説明を行っているコトラーの理  

論においても，論理の整合性が図られていない  

ことを明らかにしていく。   

コトラーが提示したパブリック・リレーショ  

ンズ概念については，企業を対象とした検討が  

これまで行われてきたが（8），非営利組織を対象  

とした検討は，管見の限り見られない。  
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大学を取り巻く公衆としては，主に次のもの  

があげられている（13）。  

・入力公衆：業界，政府機関，財団，同窓会，  

（組織に財とサービスを売る）供給業者  

・内部公衆：役員，教授陣，経営管理スタッフ  

・媒介公衆：代理店，マーケテイング会社  

・消費する公衆：将来の学生，在校生，高校3   

年生，学生の両親，地域社会，一般大衆，マ   

スメディア，競合者   

パブリック・リレーションズの定義としては，  

コトラーは「公衆からの理解と受容を得るため  

に，公衆がとる態度を評価し，公共的な関心  

を持つ個人や組織の方針（policies）や手順  

（procedures）を明らかにし，行動プログラム  

を実行するマネジメントの機能である」として  

いる（14）。パブリック・リレーションズは，組織  

自体や，組織が提供するプログラム，組織の職  

員に村する公衆の態度を形成し，維持し，改善  

することによって（15），重要な公衆の間での非営  

利組織への評価を維持し，高める役割を果たす  

ものと考えられている（16）。   

大学を例にとると，大学はその基本的な業務  

を遂行するために，自校に関心を持ち，あるい  

は自校に影響を与える公衆からの，理解と協力  

を得，これら公衆からの評価を高めなければな  

らない。このため，これら公衆の大学に対する  

態度や大学に影響力を行使する際の方針，手順  

などを調査し，これら公衆に働きかける行動プ  

ログラムを実行することとなる。   

パブリック・リレーションズの具体的なプロ  

セスとしては，①組織と関連のある公衆の明確  

化，②組織と関連のある公衆が組織に対して持  

つイメージと態度の測定，③重要な公衆に対す  

る目標となるイメージと態度の設定，④費用対  

効果が高いパブリック・リレーションズ戦略  

の構築，⑤実行と結果の評価，が挙げられてい  

る（17）。このプロセスは，コトラーの著書指巨営利  

組織のための戦略的マーケテイング』で紹介され  

ている「戦略的マーケテイング計画（starategic  

marketingplanningprocess）」のプロセスを参  

考としているとのことである（18）。   

以上のように，コトラーが提示するバブリッ  

ク・リレーションズの概念は，組織の基本的な  

業務を行うために，公衆からの評価を高めるこ  

とを目的としたマネジメントの機能と捉えるこ  

とができる。しかしそこで推奨されているプロ  

セスは，マーケテイングにおける戟略計画のプ  

ロセスと類似のものであり，このことが，パブ  

リック・リレーションズとマーケテイングが混  

同される一因になっているように思われる。   

以下では，マーケテイングとパブリック・リ  

レーションズとの比較を行いながら，両概念を  

整理する。  

（2）パブリック・リレーションズとマーケテイ  

ングの相違   

コトラーは，営利組織においては，企業の製  

品・サービスを消費者に売り込む計画の開発に  

焦点を置くのがマーケテイングであり，その他  

の公衆との関係に関心を払うのがパブリック・  

リレーションズであって，両者はともにうまく  

機能しているが，非営利組織においては，両者  

の関係がさほど明らかではないと指摘してい  

る（19）。   

コトラーは，非営利組織を村象としたマーケ  

テイング理論の中で，パブリック・リレーショ  

ンズとマーケテイングの相違として，以下の3  

点を挙げている伽）。  

（Dパブリック・リレーションズが主にコミュ  

ニケーションのツールであるのに対し，マ  

ーケテイングはマーケテイング■ ミックス  

のその他の構成要素を含む。   

②パブリック・リレーションズが態度（attitude）  

に影響を及ぼすことを目的とするのに対  

し，マーケテイングは購買，参加，寄付な  

どの特定の行動（behavior・）に影響を及ぼ  

すことを目的とする。   

③パブリック・リレーションズが組織の目標  

を定義することはないが，マーケテイング  

は組織の使命，顧客，事業活動の決定に密  

接に関与している。   

これらの意味するところについて，コトラー  

が想定するマーケテイングの論理に照らし，説  

明を加えておこう。   

コトラ一によれば，マーケテイングとは，組  
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織目的を達成するために，ターゲットとする市  

場（market）との間で自発的に価値あるものの  

交換（exchangesofvalues）を行うべく設計さ  

れた，プログラムの分析，計画，実行，統制の  

プロセスである。そこでは組織の提供物の企  

画・設計，それらの価格付け，それらを告知す  

るための市場とのコミュニケーション，それら  

の市場に向けた流通が行われ飢），それら一連の  

活動はマーケテイング・ミックスと呼ばれてい  

る田）。コトラ一によれば，組織が公衆からある  

資源を入手しようと欲し，組織が公衆との関係  

を価値の交換という物差しで考えるようになる  

ときに，組織は公衆を市場と見なす（盟）。   

上記（》は，パブリック・リレーションズがコ  

ミュニケーションのツールであって，市場との  

間で価値の交換が行われる際の，組織が提供す  

る提供物の企画・設計，及びそれらの価格付け  

と流通は含まないとする主張である。   

一方マーケテイングは，組織目的を達成する  

ために，ターゲットとする市場を定め，組織の  

提供物の企画・設計を行うことを含むものであ  

るから，組織の使命，顧客，事業活動の決定に  

密接に関与する。それに村しパブリック・リレ  

ーションズは，マーケテイングのように組織目  

標の決定に関与するものとはならないというの  

が上記③の主張であるように思われる。   

さらに先に掲げたパブリック・リレーション  

ズの定義から，パブリック・リレーションズは  

公衆の態度に影響を及ぼすものであるとするの  

が，上記（∋の主張であろう。2003年の著書では，  

高度で複雑な意思決定においてターゲットとな  

る人々の行動が変化する段階として，「前熟慮段  

階（precontemplation）」，「熟慮段階（contem－  

plation）」，「準備・行動段階（preprationand  

action）」，「碓持段階（maintenance）」の4段  

階を提示し伽），パブリック・リレーションズが  

最初の2段階に焦点を当てるのに対して，マー  

ケテイングは4段階全てに焦点を当てるとして  

おり（25），パブリック・リレーションズが人々の  

行動変化をねらいとした音舌動ではないという点  

で，マーケテイングとは異なるものであるとの  

説明を行っている。  

3．コトラーの論理に対する疑問（Ⅰ）一目的  

に着目して一   

以上のようなコトラーの主張は，彼の非営利  

組織を村象としたマーケテイングの論理の中で，  

一定の整合性を持ったものとなっているのだろ  

うか。筆者が本節で問題提起したいのは，上記  

②，すなわちパブリック・リレーションズが態  

度に影響を及ぼすことを目的とするのに対し，  

マーケテイングは特定の行動に影響を及ぼすこ  

とを目的とするとの主張である。   

上記の主張は1982年のものであるが，現在で  

もその主旨は継続されている（26）。2003年の著書  

では，「マーケテイングとは他者の行動に影響を  

与えるという課題に際して適周される原理であ  

る」抑と定義するとともに，「交換はターゲット  

顧客が“ある行動をとる”場合にのみ成立し，  

マーケテイングの最終の目的は“行動に影響を  

及ぼすこと”」であって，「この定義は，マーケ  

テイングが，教育することや価値観，態度を変  

化させることを最終の目的として設計されたも  

のではないことを意味している」（28）と述べてい  

る。このようにコトラ一における非営利組織を  

対象とした近年のマーケテイング理論は，人々  

の「行動レベルに焦点をおいた」戦略や手法に  

焦点化されている点を特色としている（四）。   

しかしながら，非営利組織におけるマーケテ  

イングの最終の目的が人々の「行動」に影響を  

及ぼすことであると限定的に捉える見解は，果  

たして妥当なのであろうか。   

そもそもコトラーが，マーケテイング概念を  

企業以外にも拡張して適用すべきだとした主  

張伽）の前提には，当事者間において交換される  

「価値あるもの」は，経済的な財やサービスに限  

定されず，時間，エネルギー，感情（feelings）  

などが含まれるという主張があった（31）。近代社  

会においては，価値あるものの交換を通じて，  

存続のための資源が入手されており，そのよう  

な価値ある資源は，金銭的資源に限られるもの  
ではないからである。   

コトラーは，交換の事例の中に，医師が小さ  

な町の病院へ転職するに当たって，医師は妻を  

含む家族との十分な時間をとることを約束する  
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見返りに，妻から転職の「承諾を得る」，従業員  

が雇用者から賃金を得る見返りとして雇用者に  

対する「忠誠心を抱く」といった例をあげてお  

り（32），これらは感情が交換の対象となっている  

事例であると考えられる。   

このように，当事者間において交換される  

「価値あるもの」が，経済的な財やサービスに限  

定されないという考え方は，2003年の著書にお  

いても踏襲されているのであろうか。ここでは，  

非営利組織のマーケターが影響を及ぼそうとし  

ている「行動」は，交換の成果であると考える  

ことができるとしている。ターゲットとなる  

人々は，自分が大事にしている何かを，非営利  

組織が提供する有益なものと交換するように求  

められる。ターゲットである人々から見ると，  

ある便益を得る見返りとして，金銭負担又は何  

等かの犠牲（例えば価値のある何かを捨てる）  

を払うことが「求められて」いる。   

通常，非営利組織のマーケターがこれらの  

人々に「払う」よう求めるコストは，以下の4  

つのタイプのどれかである。（p経済的コスト  

（金銭や物品を寄付すること，プロダクトやサー  

ビスを買うこと），②従来からの思想，価値観，  

世界観の放棄，③従来からの習慣を捨て，新た  

な習慣を身につける，④時間又は労力を費やす，  

の4つがそれである。   

これらと引き換えに，人々は，非営利組織と  

の交換によって，経済的便益（プロダクト，サ  

ービス），社会的便益，心理的便益といった3種  

類の便益を得る。ここにあげたコストと便益の  

組み合わせの例が，下表のように示されている。  

このうち，営利組織の領域と見なされているの  

は左上の2つのセル（ゴチック体の部分）であ  

るが，病院や学校といった非営利組織も，この  

ような領域を組織の主目的として推進している  

という（㍊）。   

このうち，「従来からの思想，価値観，世界観  

の放棄」の例としては，「世界は平面である，女  

性は劣っている，人は老いることがない，人は  

薬物中毒にはならない，といった既成概念を捨  

てること」という例が示されている。このよう  

に，ターゲット集団における社会的アイデア，  

主義主張の受容可能性を増加させることを目的  

とするマーケテイングは，ソーシャル・マーケ  

テイングと呼称されている（舗。コトラーの考え  

方に従えば，ここでの事例は，非営利組織が提  

供するこれらの有益なアイデアを，便益として  

得る見返りとして「払う」よう求められるコス  

ト，すなわち交換の成果であると説明すること  

ができる 。しかしながら「従来からの思想，価  

値観，世界観の放棄」は，対象者が起こす行動  

というよりも，むしろ村象者の信念（belief）に  

関わる認知の変化と捉えた方が適切であると筆  

者は考えている。   

信念とは，村象がどのような属性を持つかに  

ついての認知である。知識が多くの人にとって  

共有された社会的な事実であるのに対し，信念  

は個人としての理想や価値を含む主観的な特性  

営利部門と非営利部門におけるコスト／便益マトリックス  

便  益  

コスト  プロダクト  サービス  社会的  心理的  

経済的資産を手放す ポスターを買う  治療や教育に金 母校に寄付をす 慈善団体に審  

を払う  る  付をする  

従来からの思想，価 慈善団体から服を無 近隣自督団の括 共和党を支持す 中絶に反対する  
値観，意見を放棄  料でもらう  動を支える  る  

する  

従来からの習慣を捨 産児制限を実践した 麻薬の解毒治療 老人会に週1回 シートベルトを  
て，新たな習慣を  見返りとしてラジオ を受ける  行く  着用する  

身につける  をもらう  

時間または労力を費 研究活動に参加した 無料コンサート 女子青年連盟の 献血する  

やす  見返りとしてコーヒ を観に行く  活動に参加する  

－メーカーをもらう  

（出典）KotlerandAndreasen（2003）邦訳43頁  
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棄することによって，この人の感情や行動の傾  

向も変わっていくものと思われる。このように  

考えると，コトラーが想定していたマーケテイ  

ングによる交換の成果には，ターゲットとする  

人々の認知の変化が含まれていたように思われ  

る（39）。まさにこれは，「態度」の変化に含まれ  

るものであるが，そもそも人々の「態度」の変  

化は，前節で示したように，パブリック・リレ  

ーションズの目的であると，コトラー自身が説  

明していたはずである。   

以上のように，コトラーが提示する非営利組  

織を対象としたマーケテイングとパブリック・  

リレーションズは，それぞれが目的とするとこ  

ろが近似しているように思われてならない。   

営利組織における両者の遠いに目を転じてみ  

よう。営利組織においては，マーケテイングが  

顧客に自社製品を売り込むための計画立案に焦  

点を当てているのに村して，パブリック・リレ  

ーションズはその他の公衆との関係に関心を払  

っており，これら2つの機能は明らかにうまく  

作用しているという（40）。民間企業を主な村象と  

するコトラーの著作『マーケテイング・マネジ  

メント』においては，公衆（public）とは，企  

業の目的達成能力に現実にあるいは潜在的に利  

害関係と影響力を持つグループであると定義さ  

れている。具体的には，金融業界，メディア，  

市民運動，一般公衆，企業内郭公衆（従業員な  

ど）の6つのグループが示されているが，顧客  

は公衆の中に含まれていない（41）。このことから  

も営利組織が顧客をパブリック・リレーション  

ズの村象と考えていないことが伺える。   

このようにコトラ一によれば，営利組織にお  

いては，ターゲットとなる人々が，組織目的達  

成のための事業における直接の交換の対象者と  

なっているか否かといった，働きかける対象の  

遠いによって，両者の機能分担が考えられてい  

ることが推測される。それでは非営利組織にお  

いては，両者の相違をどの点に見いだしうるの  

か。次節では，大学を対象としたパブリック・  

リレーションズの事例をもとに検討を行う。  

を持つものと考えられている（35）。例えば「女性  

は劣っている」というのは，女性という村象に  

対する個人としての主観的な価値観であり，ま  

さに信念に当たるものと言えよう。このような  

信念を放棄した結果，何等かの行動が起こされ  

る（例えばジェンダー・フリーに関する講座に  

参加する）ことも考えられるが，少なくともこ  

の事例に関するコトラーの説明では，信念を放  

棄して具体的な行動を起こすところまでを，マ  

ーケテイングのねらいとしているとは読み取れ  

ないのである。   

この点に関連し，パブリック・リレーション  

ズが影響を及ぼすことを目的としているとコト  

ラーが説明する「態度（attitude）」の概念につ  

いて検討しておこう。態度とは，認知的，感情  

的，行動的要素を含んだ対象に対する一貫した  

傾向（disposition）を指すものであるとコトラ  

ーは述べている（36）。認知，感情，行動といった  

3つの要素が複雑に関わり合って人間の態度が  

形成されているとする考え方は，Brecklerのも  

のと一敦する（37）。態度の認知的要素（cognitive  

component）とは，特定の対象に村して個人が  

真実と考える信念や知識を指す。この場合に，  

その信念や知識が客観的に真実であるかどうか  

は関係なく，その個人が真実と考えているとい  

うことが不可欠となる。感情的要素（affective  

component）とは，特定の対象に対して個人が  

抱く感情である。行動的要素（behavioral  

component）とは，特定の行動に村する具体的  

な行動傾向である。A氏が「嘘つきである」と  

認知し，それ故にA氏が「嫌いだ」という感情  

を持っている人々が，A氏に対してとる行動傾  

向としては，「近づかない」「怒る」といったも  

のがありえるだろう伽）。   

コトラーが示した事例に照らすと，「女性は劣  

っている」という個人の価値観は，女性という  

対象に村して個人が真実と考える信念であると  

考えることができ，このような認知をしている  

人は女性が「嫌いである」という感情を持ち，  

女性に「近づかない」という行動をとる傾向に  

あるといったことが考えられよう。一方，従来  

から持っているこのような価値観（認知）を放  
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イに影響のある問題を相談したり，昼食会や夕  

食会を催したりする ii）大学の教授陣やスタ  

ッフを地域の組織やコミュニティーのキャンペ  

ーンに参加するよう奨励するiii）住民グルー  

プとの話し合いの窓口を開設するiv）大学の  

設備ヤプログラムを地域住民が利用しやすいよ  

うにする Ⅴ）地域住民のための授業の一般公  

開日やキャンパス・ツアーを企画する vi）地  

域のイベントに参加する 血）大学と地域住民  

が直面している問題について，コミュニティ  

ー・リーダーによる諮問委貞会を設立する。   

大学においては，費用対効果が最も高くなる  

ようなプログラムの組み合わせにするために，  

プログラムごとに住民の組織イメージをどの程  

度上げることが可能か推定しなければならない。   

さて第2節で紹介したように，コトラーはパ  

ブリック・リレーションズとマーケテイングの  

相違として3点を示していた。それらに照らし  

て，ここでの事例に検討を加えよう。まずこの  

事例では，大学に対する地域住民の敵意の「態  

度」に影響を及ぼすことが目的とされていた。  

また，大学が変更したのはコミュニティに関わ  

る「方法」であって，組織の目標や使命の変更  

には関与していない。コミュニティとの結束を  

強めるための各種のプログラムは，住民とのコ  

ミュニケーションを図るツールとして捉えるこ  

とができるであろう。このように考えると，こ  

の事例は，コトラーが説明するところのパブリ  

ック■リレーションズとしての特徴を有した事  

例であるといって良いように思われる。さらに  

この事例においては，顧客－すなわちスタジア  

ムの貸し出し事業といった組織の収益向上の目  

的を達成する事業における直接の交換の対象  

者－はプロのフットボールチームであり，パブ  

リック・リレーションズ戦略の村象者は，この  

ような組織の目的を達成する事業の実施に対し  

て利害関係を持つ人々となっている。その意味  

では，この事例では，企業におけるマーケテイ  

ングとパブリック・リレーションズとの差異，  

すなわち働きかける対象の遠いが明確に区分さ  

れて，実践が行われていると解することもでき  

るだろう。  

4．コトラーの論理に対する疑問（Ⅱ）一方法  

に着目して－   

コトラーは，大学が実施したパブリック・リ  

レーションズとして，次のような事例を紹介し  

ている（42）。   

大学が収益をより多くあげるための方策とし  

て，日曜日にプロのフットボールチームにスタ  

ジアムを貸すことを考えた。大学当局は，大部  

分の地域住民と市議会が同意してくれるものと  

思っていた。しかしながら，市議会の承認を求  

めたとき，地域住民グループは，大学側の行動  

が非常識で倣慢であると大学を攻撃した。彼ら  

は，フットボールの観客が，駐車場を占拠し，  

ゴミを捨て，芝生の中を歩き，粗暴に振る舞う  

と訴えたのである。   

問題を単に表面的なものと見ていた大学に村  

し，多くの住民が，この間題を契機として，深  

く根ざしていた大学に村する根深い敵意の態度  

を表すようになった。大学は地域住民から弱い  

支持しか得られていなかったのである。否定的  

な彼らの態度をより深く掘り下げてみると，多  

くの住民が，大学に村して様々な理由から憤り  

を持っていたことがわかった。その理由は次の  

ようなものであった。①大学は行動を起こす前  

に市民グループに何も相談しない，②大学は他  

の地域の高校生を入学させることを優先し，地  

元の高校の生徒を差別している，（∋大学はキャ  

ンパスのイベントやプログラムを地域住民に積  

極的に知らせようとしない，④大学が所有して  

いる財産には税金が課せられず，そのため市民  

にそのしわ寄せが来ている。地域住民は，大学  

に無視され，大学から利用されていると感じて  

いたのである。   

この結果から，大学としては，コミュニティ  

に関わる方法を変えて，コミュニティとの結束  

を強める必要があることが明らかとなり，パブ  

リック・リレーションズ戦略の一つとして，「コ  

ミュニティ・リレーションズ・プログラム」を  

開発する必要が生じた。取るべきステップは次  

のとおりであった。i）地域のオピニオン・リ  

ーダーを明らかにし，彼らを大学のイベントに  

招待してよりよい関係を作り上げ，コミュニテ  
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を行っているコトラーの理論においても，論理  

の整合性が図られていないことが明らかになっ  

た（44）。   

以下では，非営利組織におけるパブリック・  

リレーションズとマーケテイングの相違につい  

ての筆者なりの見解を示してまとめに代えたい。   

企業においては，パブリック・リレーション  

ズとマーケテイングの遠いとして，働きかける  

対象の違いが想定されていたが，非営利組織の  

場合は，この点についてどのように考えればよ  

いのだろうか。   

先に紹介したように，非営利組織は，公衆の  

大半又は全てを相手にしなければならない点が，  

営利組織との大きな違いであるとコトラーは指  

摘していた。営利組織においても，株主や投資  

専門家，監督官庁，町議会，労働組合など，多  

様な対象を相手にしなければならないが，コト  

ラ一によれば，これらは概して比較的小さな問  

題なのだという。営利組織においては，売り上  

げ収入の増大が彼らのより多くの利益や雇用に  

つながることから，彼らが持つ関心は，企業の  

主な顧客に村するマーケテイングさえうまくい  

っていれば十分に満たされるからである（45）。例  

えば光滞滋朗は，組織が自己の主張や行動を公  

衆に説得し，同意を得るべく影響を与えること  

によって，市場における与件安定性一組織が公  

衆に働きかけて彼らが組織の意に沿うように行  

動すること－をもたらすことを目的とする技術  

を「市場管理（marketmanagement）」と呼称  

している（咽。この技術は，公衆を説得して同意  

を得ることを目的としたパブリック・リレーシ  

ョンズの技術であると捉えることができるだろ  

う。このように考えると，組織の主な顧客（市  

場）を対象としたマーケテイングと，公衆を対  

象としたパブリック・リレーションズは，それ  

ぞれが働きかける村象のみならず，働きかける  

技術においても相違があることが予想され，企  

業において両者の機能を分離することには一定  

の合理性があるように思われる。   

一方，多くの非営利組織においては，寄付金  

や補助金が収入に占める割合が多く，組織が本  

来の目的とする事業の実施とは別に，これらの  

ここで筆者が問題提起したいのは，パブリッ  

ク・リレーションズが，主にコミュニケーショ  

ンのツールであると限定的に解してよいのかと  

いう疑問である。第2節で紹介したように，コ  

トラーは，マーケテイングがマーケテイング・  

ミックスのその他の構成要素を含むという点に  

おいてパブリック・リレーションズとは異なる  

ものであると説明していた。   

コトラーが紹介した先の大学の事例では，「パ  

ブリック・リレーションズ戦略」の一つである  

「コミュニティ・リレ…ションズプログラム」の  

開発が検討されるところまでが記述されていた  

が，コトラーが捷示していたパブリック・リレ  

ーションズのプロセスに従えば，そのような戦  

略構築の過程の後には，戦略実行とその結果の  

評価が行われるはずである。したがってこの事  

例では，「コミュニティ・リレーションズプログ  

ラム」の開発（「提供物の企画・設計」）及びそ  

れらの提供（「流通」）が行われるはずであり，  

またその提供に当たっては，プログラムの参加  

に当たって参加者に求める一定の（時間的コスト  

を含めた）コストの設定－マーケテイング・ミ  

ックスにおける「価格付け」－が行われるもの  

と予想される（嘲。   

このように考えると，パブリック・リレーシ  

ョンズにおいても，マーケテイング・ミックス  

の諸要素が含まれる場合がありえ，マーケテイ  

ング・ミックス諸要素の違いによって，パブリ  

ック・リレーションズとマーケテイングとの相  

違を説明することには無理があるだろう。この  

ように両者の方法が近似しているのは，コトラ  

ーが示すパブリック・リレーションズのプロセ  

スが，戦略的マーケテイング計画のプロセスを  

範としている点に起因しているように思われる。  

5．非営利組織における両概念の相違－まとめ  

に代えて－   

以上で検討してきたように，コトラーが提示  

する非営利組織を対象としたパブリック・リレ  

ーションズとマーケテイングは，その目的及び  

方法が近似しており，その限りでは両概念に相  

違は見られなかった。またこの点について説明  
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資金を獲得するためのマーケテイングが，行わ  

れなければならない（47）。あるいは非営利組織に  

とっては，金銭的資源に限らず，地域住民から  

の協力・支援といった，様々な公衆からの心理  

的・社会的な便益が，組織存続にとっての重要  

な資源となる場合が少なくなく，これらを得る  

ためのマーケテイングも必要になる。先に述べ  

たように，パブリック・リレーションズの目的  

は，公衆からの評価を高めることにあると考え  

られているが，住民調査における住民の意向や，  

各種評価委員会における評価の結果が，公立学  

校や公立病院，独立行政法人，国立大学法人等  

における組織の存続・統廃合等に影響を与えて  

いる例は，枚挙に暇がない。   

このように非営利組織においては，多様な公  

衆との問での多様な資源の交換が重要になる。  

公衆を交換の相手方と見なしたときに，公衆が  

「市場」とみなされてマーケテイングの対象とな  

ることを考えると，非営利組織の実践において  

は，公衆を対象としたパブリック・リレーショ  

ンズと顧客（市場）を対象としたマーケテイン  

グの職務を分離することが困難であると言わざ  

るをえない（4郎。むしろ非営利組織においては，  

公衆との関係の管理が，マーケテイング上の重  

要なタスクと考え，マーケテイングとパブリッ  

ク・リレーションズを同一のものと捉えた方が，  

実務上は合理的であるように思われる。   

以上のように，パブリック・リレーションズ  

概念との比較を行うことによって，マーケテイ  

ングの概念は，非営利組織と営利組織とでは異  

なるものとなる点が示唆された。コトラ一にお  

いては，マーケテイングの一般概念を提示し，  

企業におけるマーケテイングと同型のマーケテ  

イングを，非営利組織に対しても適用して理論  

を体系化してきたが（49），今回の検討を辛がかり  

として，営利組織と異なる非営利組織に独自の  

マーケテイングの原理を抽出することが，可能  

になるように思われる。   

最後に，今後の研究上の課題を述べて締めく  

くる。公衆と一口に言っても，それらと組織と  

の関係性（弧如何によって，マーケテイング・タ  

スクや手法が異なることが予想される。非営利  

組織を取り巻く公衆のタイプごとに，マーケテ  

イング・タスクを明らかにすることによって，  

両概念の関係性が解明されるものと思料する。  
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ReexaminingtheConceptofPublicRelationsforNonprofitOrganization＄：  

ThroughastudyofcomparisonaccordingtotheconceptofMarketinginKotler’stheory  

Tbkako SANO   

ThispaperaimstoclarifythemeaningofmarketingfornonproBtorganizations，SuChasuniversitiesand  

schooIs，intermsofwhatkindofbusinessactivityitisbyreexaminingtheconceptofpublicrelations，Whichis  

simi1artotheconceptofmarketing，OnthebasisofPhilipKotler’sargumentS・   

Inconcreteterms，theauthorsummarizedtheconceptsofpublicrelationsandmarketingaspresentedin  

themarketingtheoryfornonpro丘torganizationsputforwardbyKotlerandexaminedthelogicde点ningthe  

relationshipbetweenthetwoconceptsassummarizedbytheauthorforitscoherenceinthecontextofloglC  

governlngmarketingfornonpro丘torganizationsaspresentedbyKotlerhimself・Theauthortheninvestlgated  

theessenceofmarketingfornonpro丘torganizationsbystudyingtheconceptsofpublicrelationsandmarketing  

onthebasisoftheaboveexamination．Inthisinvestigation，theauthorusedtheuniversityexampleprovidedby  

Kotler．   

TheinvestlgationshowedthatpublicrelationsandmarketingasdescribedbyKotlerinrelationtononprofit  

organizationswereverysimilarintermsofobjectivesandmethods，and，inthatsense，Kotler’stheorywasfound  

tolackcoherence．Giventhatseparatingthefunctionsofpublicrelations，anaCtivitytargetedatthegeneral  

public，andthoseofmarketing，anaCtivitytargetedatconsumerS，isdifficultinthenonprofitsectorandthat  

managlngtherelationshipwiththegeneralpublicconstitutesanimportantmarketingtaskinthissector・it  

appearsmorelogicaltoimplementmarketingandpublicrelationsasoneandthesameactivity・  
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