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「広報・弘報・PR」の語源に関する一考察

北

野

邦

彦

１．
「広報・PR」に対する関心の増大について
「広報」や「PR」が近年、一段と世間の関心を集めている。安倍内閣が
成立した 2006 年 9 月、広報の世界では広報担当内閣総理大臣補佐官の誕
生が大きな話題となった。参議院議員の世耕弘成氏が、我が国の官邸の歴
史始まって以来、初めての広報担当の総理大臣補佐官に任命されたからで
ある。これでいよいよ我が国にも、アメリカ大統領府並みにマスコミ対応
の面から総理を直接補佐するスポークマンが登場することになり、広報に
おける新しい時代の到来であるといった、広報界における期待と歓迎の反
（1）
応が見られた。

この期待と歓迎は、多分に世耕氏の属人的な部分と、安倍内閣の呆気無
い終焉によって消え、続く福田内閣成立の折には、広報担当総理補佐官の
任命は全く話題にならなかった。
しかし政治と広報のより緊密な関係はこれで終わったわけではない。
ネット系メディアの発達、従来型マスメディアの変質などに見られる今後
のメディアの急激な変化と共に、政治と広報の関係は、今後、より一層の
重要性と緊密化を求められることになるのは間違いない。
広報界内部の変化も、また大きい。PR エージェンシーや企業の広報部
門を主要メンバーとして構成される PR 業界団体「社団法人日本パブリッ
クリレーションズ協会」は、2007 年 9 月、第一回「PR プランナー資格認
定制度」による資格試験を実施した。この試験は応募者の予想以上の多さ
と試験予定会場の収容員数の関係でたちまち受付が締め切られ、予定をは
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るかにオーバーする 800 人近くの社会人や学生が受験することとなった。
学生の受験者も 60 名を超えた。事務局は急遽 2008 年春にも追試験を実施
し、受験の機会を逃した人々の対応に当ろうとしている。社会人にとって、
PR が最近いかに身近な課題として注目されているかを示す一例であると
いえよう。
こうした状況を受けて、我が国初の PR 専門雑誌、
「PRIR」が 2005 年に
発刊となった。発行元は株式会社宣伝会議である。
「PRIR」
（プリールと発
音する）とは「PR」と「IR（インベスター・リレーションズの略）」をあわ
せた造語であるが、これまで単独雑誌の発行はむずかしいといわれてきた
（2）
PR 業界にも、読者層の厚みが増してきたという証左であろう。

大学教育の現場でも「広報」や「PR」関連講座が増加している。我が国
の大学教育における PR 講座開講の歴史は古い。1954 年、上智大学新聞
学科に PR 講座が開設され、
「企業 PR 論」に関しては電通 PR 部長・小谷
重一が、
「行政 PR 論」は人事院広報課長・樋上亮一が、講師となって講義
を行ったという記録がある。小谷はその後、明治大学でも講師を務めてい
る。またやや遅れて 1958 年には

日本国際 PR 研究所長・堀内義高が早

稲田大学大学院（商学研究科）で PR 講座を開講している。しかし、その
後の広報・PR 関連講座の開設は、急速に増加した広告関連講座の開設に
比べ、はるかに緩やかな伸びとなっている。
21 世紀に入ると、大学における広報・PR 関連講座の開設が相次いだ。
日経広告研究所は、毎年全国の大学、大学院に調査票を郵送し、広告・
PR・マーケティング関連講座の実施状況を調査・発表している。2006 年
度は第 18 回目となるが、
「広報・PR」関連講座の開設は、着実に伸びてき
ている。2006 年度調査は、全国の約 400 大学の広告・広報・マーケティ
ング・マスコミ関連教員約 900 名を対象に行われたが、広報関連科目（「広
報論」、
「PR 論」、
「広告・広報論」等）を設けている大学は 32 大学、講座
数は 36 であった。
この数字は 4 年前の 2002 年、第 14 回調査と比較すると大学数でほぼ倍
増、講座数では 3 倍近くに増加している。4 年前には 14 大学、14 講座に
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過ぎなかった。それだけ急速に広報・PR 分野に対する関心が高まってき
ているといえる。しかし広告をメーンのテーマとして開講される大学の講
座数は 2006 年度に 280、短大の講座数が 13、大学院の講座数が 41 である。
広告関連分野で合計 334 講座が全国の大学・短大・大学院で開講されてい
る現況を見ると、
「広報・PR」講座と比べその差はあまりに大きい。マー
ケティング・コミュニケーションの分野では、
「広報・PR」と「広告」は互
いに隣接領域にあるが、大学における「広告」と「広報・PR」との距離には、
まだ大きな隔たりがある。
「広報・PR」の社会的発展を見ると、今後の大
学教育における一層の推進対策が講じられなければならない。
２．
「広告」と「広報・PR」との関係性について
「広告」と「広報・PR」とを明確に区分することは、実は大変に困難な
ことである。ここに「宣伝」が加わると、その困難さは更に増す。
「広報」
と「PR」に関しても、それらを同じと考えるか別の領域として区分するか
について、様々に見解が分かれる。何れもコミュニケーションに関連する
用語ではあるが、それらの明確な定義は非常な困難さを伴う。なお本稿で
は「広報」と「PR」とは同義語として取り扱うこととする。
先ず、マーケティング・コミュニケーション領域で、
「広報・PR」と「広
告」は、どの様な位置関係にあるのかを把握することとしたい。
1960 年、ミシガン州立大学教授ジェローム・マッカーシー（Jerome
McCarthy）は、
『マーケティングの基本』
（Basic Marketing）の中で、マー
ケティングの戦略展開は 4 Ｐにあるとの理論を発表した。このマッカー
シーの 4 Ｐ理論を、マーケティング研究の泰斗であるノースウエスタン大
学ケロッグ大学院教授フィリップ・コトラー（Philip Kotler）等が認める
に及んで、4 Ｐ理論は、全世界のマーケティング研究家や実務家の合言葉
として、ビジネス界に敷衍していった。
4 Ｐとは、マーケティング戦略立案に際して、①製品戦略（Product
Strategy）②価格戦略（Price Strategy）③流通戦略（Place Strategy）④販
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売促進戦略（Sale Promotion Strategy）が基本戦略としての必須の戦略で
あるとする理論である。マッカーシーは四戦略の頭文字を取って、
「マーケ
ティングの 4 Ｐ」と命名した。本来なら流通を意味する英単語は Distribution
であり、流通戦略は Distribution Strategy と呼ばれるべきであるが、頭
文字をつなげてみると「マーケティングの PPDP」となり、いかにも語呂
が悪い。そこでマッカーシーは、語呂合わせのために流通を「Place of
Distribution ＝流通が行われる場」と言い換え、4 Ｐに揃えたというのが
実情である。PPDP ではなく 4 Ｐとしたことで、誰もが記憶しやすい理論
となり、急激に普及することとなる。ネーミングの成功例ともいえる。
マッカーシーは、販売促進戦略を、さらに四つのサブ戦略に分類した。
①広告戦略（Advertising

Strategy）②広報・PR 戦略（Public Relations

Strategy） ③狭義の販売促進戦略（ Sales Promotion Strategy）④セール
スマン戦略（Salesman Strategy）の四サブ戦略である。この様に「広告」
と「広報・PR」とは、マーケティング戦略展開上の重要なコミュニケーショ
ン戦略として、互いに隣接した位置関係に置かれることとなる。
マーケティング活動が大量生産・大量販売・大量消費システムを前提と
していた 1980 年代までは、コミュニケーション戦略における広告戦略の
重要性は、広報・PR 戦略の重要性をはるかに凌駕していた。 特にマスコ
ミ四媒体（新聞・雑誌・ラジオ・テレビ）対象の広告戦略はその効果が大
きく、技法も発達し、それにつれ大学・研究機関での研究も拡大した。
1990 年代以降は、モノ余りの時代、経済活動の低迷、製品や流行のラ
イフサイクルの短縮、生活価値観の変化など、様々な要因によってマスメ
ディアによる広告が嘗てほどは効かなくなり、利用される広告メディアも
インタラクティブ・メディアや交通広告メディア、屋外広告メディアなど
を中軸とするセールスプロモーション・メディアにシフトしてきている。
一方、広報・PR 戦略に対する関心が急速に高まってきた。株式・証券
市場の大衆化が進んだ結果、IR（インベスター・リレーションズ＝対投資
家 PR）の重要性が注目され、21 世紀に入ると、頻発する企業不祥事への
対策としての危機管理が評価され、終身雇用を基本としてきた日本的経営
‑ 112 ‑

109-136_北野邦彦0128.indd 112

08.2.8 1:40:39 PM

「広報・弘報・PR」の語源に関する一考察

における雇用形態の変化は、社員に対するインターナル・コミュニケーショ
ンズの役割を経営者に認識させるなど、これまで以上に広報・PR を総合
的に導入する必要性が高まってきた。こうして大学に対する広報・PR 分
野の研究拡大と人材育成が要請されるようになり、近年における大学の「広
報・PR」講座の増加現象となって現れてきている。
本章の冒頭で述べた如く「広告」と「広報・PR」とは、コミュニケーショ
ン戦略展開上、どの様な差異があるのかを説明することは、大変にむずか
しい。
「広告」と「広報・PR」とは、実態として様々な局面でのオーバーラッ
プが見られるからである。従来その形態上「広告」領域ととらえられてき
た「企業広告」
（Corporate Ad、Institutional Ad）を、広報活動の重要な一
部とみなす見方が強まっている。
「公共広告」
（Public Service Ad）は、よ
り一層、広報の色合いを強めている。商品広告を「マーケティング PR」
（Marketing PR）の一部としてとらえようとする考え方も、広報サイドか
ら色濃いものとなってきている。
展示会、展覧会、博覧会、シンポジウム、セミナー等の主催・協賛といっ
た文化イベント、オリンピック、世界陸上、サッカーなどに対する協賛を
主軸とするスポーツイベントなどは、広告活動とも、広報・PR 活動とも
考えられる。むしろその区分けは主催者・協賛者としての企業側の所管部
署や税務対策上の観点から決定されるのが現状である。したがって敢えて
マーケティング・コミュニケーションの観点から「広告」と「広報・PR」
とを区別するとすれば、
「広告」とは媒体の有料化による、実施技法的立場
をメインに展開されるマーケティング・コミュニケーション活動であり、
「広報・PR」とは、媒体の無料化を強く意識した、理念的立場をメインに
展開されるマーケティング・コミュニケーション活動であるといえよう。
しかし定義の明確化にのみ固執することは、実学としてのマーケティン
グ分野における「広告」
「広報・PR」にとって、必ずしもふさわしいこと
ではない。
「広告」と「広報・PR」が互いに相乗りし、相手のメリットを利
用しあいながら発展することが、何より求められることだからである。
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３．用語としての「広告」の起源
「広告」と「広報・PR」とが、互いにオーバーラップしながら発展する
ことが良いことであるとしても、
「広告」と「広報・PR」の歴史的発展過程
と、置かれている現在の領域とを確認することは、決して無意味なことで
はない。領域を確認することは広がりの確認につながることでもあり、新
たな発展を期待できるからだ。実学において重要なことは、用語の定義に
終始することではなく、用語の使用実態と発展方向の確認にある。
実態としての「広告」の起源は、きわめて古い。欧米では古代エジプト
起源説や古代ローマ起源説があり、我が国においては奈良時代起源説や戦
国時代起源説などがある。
では、用語としての「広告」の起源はどこにあるのであろう。
我が国の近代広告は新聞の発達と共に発達してきた。江戸から明治にか
けては、引札、浮世絵、景物本、暖簾、行灯等、様々な広告媒体が存在し
たが、新聞は新広告媒体として明治期にあって圧倒的な影響力の強さを
誇った。
「横浜毎日新聞」は、我が国最初の日本語で表記された日刊新聞である。
明治 3 年 12 月 8 日が創刊日であるが、当時は太陰暦を使用していたので、
これを現代の暦に換算すると、1871 年 1 月 28 日の創刊となる。
「横浜毎日新聞」以前にも、1861 年に長崎で創刊された英字紙「The
Nagasaki Shipping List and Advertiser」や東京大学の発祥元となる蕃書
調所から 1862 年に創刊された初めての日本語新聞「官板バタヒヤ新聞」、
ジョセフ・ヒコによる 1865 年創刊の「海外新聞」などがある。それらの新
聞のあるものには広告が掲載されているが、本格的に広告の掲載された、
日本語による日刊新聞は、
「横浜毎日新聞」を始まりとする。
「横浜毎日新聞」は、現存する紙面から見ると、創刊以来、毎号広告を
掲載している。1872（明治 5）年 4 月 11 日付同紙 418 号紙面に初の「広告」
（3）
の文字が登場する。

明治初期の新聞紙面は、今日の新聞紙面の様に、記事面と広告面とが区
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別されていなかった。記事の次に広告があり、そのまた次に記事が出現す
るといった具合である。そこで、記事と広告を区別するために、広告の冒
頭に「広告欄識別記号」ともいうべき見出し語が挿入された。
「告白」
「御披
露」
「布告」
「告示」
「普告」
「広白」
「報告」
「告報」など、
「識別記号」は様々
であるが、それらの中で「広告」が多数の人々に受け入れられ、今日まで
生き残ったのである。
我が国初の「広告」の内容は、
「横浜毎日新聞」の発行元である「活版社」
による、下記の手形紛失を告知する広告であった。
見出し：「広告」
本文：六十二番
二万四千八百三十七号
一

洋銀四千四百七十七弗

横手形一枚

裏に朱の角印あり

六十三番
通用手形二千七百十一号
一

同

五十弗

壱枚

右は去る八日夜飛脚の者生麦に於て奪取の手形に付萬一引
き換え持参致す者有らば早々吾社に御沙汰下されたく
活版社
今日の中国でも「広告」が用語として使われているが、その起源は「横
浜毎日新聞」紙上で生み出された、所謂、和製漢字にある。
４．用語としての「広報」の起源
次に「広報」の起源について述べる。今日の我が国では「PR」の同義語
として「広報」の使用が普遍的であるが、稀に「弘報」が使用される。例え
ば中央経済社の発行する『月刊税務弘報』は、税理士を始め税務関係者に
広く読まれている雑誌である。日本貿易振興機構（ジェトロ）の発行する『日
刊通商弘報』も、日本貿易振興会以来の長い歴史を持つ。古い格式を尊ぶ
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神社の世界では、神宮司庁総務部弘報課が伊勢市にある。いまだに「弘報課」
を持つ地方自治体もいくつか存在する。
第二次大戦後、漢字制限により当用漢字が制定されたが、
「弘」が当用漢
字から外されたため、文部省が「広報」なる当て字を考え出したとする説
がしばしば見られる。さらに、その起因するところは占領軍であり、占領
軍が「PR」を普及させるために行政を指導したが、
「PR」では意味が良く
分からず、
「PR」に当る日本語として「弘報」が使われたとの説もある。
（4）
確かに当時、
文部省は「弘報」に替えて「広報」を使うよう提案している。

しかし、
「広報」は、決して文部省乃至他の官庁の官僚が、戦後新しく考
え出した官庁用語ではないのである。
「弘報」の起源に関しては、第 5 章に
おいて、改めて言及したい。
では、
「広報」は、何を起源とするのであろう。実は「広報」も、その初
出は「横浜毎日新聞」にあった。つまり、｢ 広報 ｣ も明治時代の初期に産
み出された和製漢字ということになる。1872（明治 5）年 5 月 9 日（第 443 号）
に次の「広告」が「広報」の見出しに導かれて掲載されている。
「広報」
「今八日より鉄道列車左の刻限通六度の発車相成」
として、横浜・品川両駅の列車発着時刻表と料金表が「広報」されている。
同じ 1872（明治 5）年 5 月 16 日（第 449 号）にも、
「広報」が掲載されて
いる。
「広報」
「来る五月十九日より日本書生のための学校相開き毎日朝第九
字（ママ）より第十二字（ママ）迄午後第二字（ママ）より第五字（ママ）
迄英語教授致します月謝左の通り 横浜第百三十一番 英国夫人 ホ
ジョス」
とあって、通学生と寄宿生の授業料が記載されている。このホジョス夫人
による英語学校の「広報」は、6 月 11 日の第 473 号に至るまで、その後約一ヶ
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月にわたり、毎号掲載されている。
以上の様に、
「広報」は、文部省或いは他の官庁が当用漢字不足のために
「弘報」を使うことが出来ず、止むを得ず「広報」なる用語を考え出し、文
部省関連部署その他にその使用を指示したとする説は明らかに誤りである。
すでに明治時代初期に「広告」の同義語として日本人の広告関係者或いは
新聞関係者の誰かによって案出され、使用されていたのである。
５．用語としての「弘報」の起源について
次に「弘報」の起源について述べる。
「弘報」の初出は明治 10 年代にさか
のぼることが出来る。明治時代初期に、前述の「横浜毎日新聞」を始め多
くの新聞が創刊された。
「横浜毎日新聞」創刊の 2 年後、1872 年には、東
京初の日刊紙「東京日日新聞」
（現・毎日新聞）、
「日新真事誌」、
「郵便報知
新聞」
（現・報知新聞）、1874 年には「読売新聞」、1879 年には「朝日新聞」
などが次々と創刊されている。なお「横浜毎日新聞」は、後に東京に進出し、
「東京横浜毎日新聞」と改題したが、1940 年に廃刊となっている。
「東京日
日新聞」と「大阪毎日新聞」とが合併した今日の「毎日新聞」とは人的・資
本的関係は無い。
1870 年代後半になると各新聞は政党色を強めるが、明治政府は新聞紙
条例改正などにより、反政府系新聞を弾圧する。その結果、新聞界は混乱
し経営的にも不安定な新聞社が続出した。
こうした新聞界の流れの中、福沢諭吉が不羈独立を唱えて、1882 年に「時
事新報」を創刊する。福沢はかねてより、
「新聞界の混乱は経営の不安定な
新聞社の多発に起因するところ大であり、新聞社の経営を安定させるため
には広告収入の増加が必須である。経営が安定すれば、正しい論陣を張る
ことができる。」と主張していた。また、欧米旅行や海外文献による知識・
経験を通し、欧米では広告会社が発達しており、我が国の新聞の経営安定
化のためにも、欧米同様な広告会社の存在が必要であることを日頃より述
べていた。当時の我が国には、まだ広告会社は存在していなかった。
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「時事新報」創刊の翌年、1883 年に「時事新報」紙上で発表された「商人
に告るの文」は、商業における広告の重要性、とりわけ新聞広告の重要性
を主張したものであり、我が国初の広告論として価値の高い内容となって
（5）
いる。

新聞広告の重要性、広告会社の必要性を唱える福沢の考えは、福沢の弟
子達にも大きな影響を与え、弟子の間から優れた広告人を輩出している。
後に時事新報社社長や鐘紡創業者となる武藤山治は「各新聞広告取扱所」
を 1887 年に、時事新報社員であった坂田実は「三成社」を 1888 年に、同
じく時事新報社員であった池上市蔵は「正路喜社」を 1890 年に、それぞれ
創業している。
これ等の時事新報系広告会社の中で先導的位置にあったのは、1886 年
創業の「弘報堂」である。時事新報社小使監督であった江藤直純が、福沢
の説く新聞広告重要説、広告会社必要説に痛く感激し、我が国初の広告会
社「弘報堂」を開業する。我が国における単語としての「弘報」の初出であ
（6）
る。

「弘報堂」創業者の江藤直純は 1839 年、大分県広津村（現・中津市）に
生まれた。生家は名主で酒屋も営む中津一帯の名家であったが、明治維新
により没落し同郷の福沢を頼って上京。福沢の発行する「時事新報」に小
使監督として入社し実直な働きが認められ、福沢からの信頼を獲得する。
江藤は福沢の新聞広告論、広告会社必要論を実現するため、福沢の許しを
受け、武藤山治の「各新聞広告取扱所」より 3 年前の 1884 年、時事新報社
屋前に広告会社を開業する。開業時には事業規模も小さく社名も無かった
が、当時の大広告主の一人、博文館社主大橋佐平の知己を得て社業を拡大
（7）
し、2 年後の 1886 年に「弘報堂」の看板を掲げる。

江藤は、我が国初の広告会社開設の業績を高く評価され、1950 年、電
通 50 周年記念事業として行われた第一回「広告功労者顕彰」17 名の一人
に選ばれた。江藤を始めとする 17 名の功績を末永く顕彰するために、三
宅坂に「平和の群像」が建てられ、銘版には江藤等 17 名の氏名が永遠に刻
み込まれている。
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「弘報堂」の流れを汲む「日本広告社」によると、
「弘報堂」の名称は福沢
諭吉の命名であるとされる。しかし、関東大震災により、
「弘報堂」の関係
書類の多くが消失し、今日、福沢諭吉命名説を裏付ける確たる文献は見当
（8）
たらない。

「弘報」は、南満州鉄道（満鉄）嘱託であった高柳保太郎退役中将の考え
出した用語であるという説がある。しかし「弘報」なる用語が広告関連用
語として、すでに 1880 年代に存在していたことは上記の如く確たる事実
であり、高柳中将による創作ではないことが明らかである。
里見脩は、
『満鉄とは何だったのか』の中で、以下のように述べている。
満鉄は 1923 年 4 月に、情報収集を目的とした「情報係」を庶務部調
査課に、弘報・宣伝を目的とした「弘報係」を社長室に設置している。
つまり、満鉄が情報関係のセクションを開設した時期に、日本の組織
でこれを有していたのは陸軍と外務省だけであり、このことも満鉄の
情報に対する意識の高さを象徴するものだ。この満鉄の情報部署開設
と、陸軍、外務両省の国家機関との間には、深い係わりがある。外務
省を退官し、満鉄の「渉外情報担当」理事を務めた松岡洋右と、シベ
リヤ派遣軍参謀長の経歴を有する嘱託の退役陸軍中将高柳保太郎の二
人が、満鉄の情報、弘報係の開設を主導したためだ。
―中略―

高柳は、シベリヤ出兵時、派遣軍内に「弘報班」という名

称の組織を設けて、陸軍省情報係と連携し、現地で宣撫活動を展開し
たことで知られている。些細な事件で予備役に編入された高柳を、松
岡が「この会社の諜報勤務を組織してもらいたいと満鉄に誘った」と
いう経緯がある。満鉄が、開設当初から「弘報」という名称を用いた
ことも、今日的意味を持っている。
「弘報」は高柳が創作した単語で、
後に高柳が理事長を務めた「満州弘報協会」さらに満州国政府の「国
務院総務庁弘報処」と、満州では一般用語として使用された。高柳が「宣
伝」という名称を避けたのは、
「宣伝」が「虚偽性」
「作為性」という否
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定的イメージを喚起させることを承知していたことを窺わせる。現在
使われている「広報」は、終戦直後に占領軍が「PR」の導入を命じた
ことを受けて、
「PR」を翻訳した単語で、当時「弘」の字が制限漢字の
中になかったために「広」を用いたもので、まさしく満鉄「弘報」に由
（9）
来している。

しかし、満鉄弘報課から満州日報に移り同社理事長を務め、戦後は電通
に入社、秘書役として出版業務・PR 業務を担当し、民放の発足に伴い電
通大阪支社ラジオテレビ局長に就任した松本豊三は、高柳は確かに満鉄弘
報機関の生みの親であると共に、名付けの親でもあったとしながらも、そ
の当時の事情を次のように述べている。
今でこそ弘報といえば、満州では国務院弘報処を始め満州弘報協会、
満鉄弘報課などがあって、一般にも其の意味内容が漸く認識されて来
たが、内地では未だに会う人から「弘報とは何をやるんですか」との
質問を受ける。況んや今から十数年前の満州で、出来たばかりの満鉄
弘報課に、如何に好奇の眼が向けられ質問の矢が浴びせられたことか。
これに対し飄逸な高柳将軍は例の流暢ならぬ巻舌で「弘報とは広告ひ
ろめ屋のことじゃよ」と問者に二の句をつげざらしめたといふ話を聞
いている。今から考えると随分卑俗な言葉だが、自ら「ひろめ屋」を以っ
て任じ部下を率いた着眼は当時としては適切であり、其の意味に於い
（10）
て尽された功績は偉大である。

満鉄弘報に関する松本の説明でも明らかなごとく、高柳は、単語として
の ｢ 弘報 ｣ を自分で考え出したと言っているのではなく、
「弘報イコール
広目屋」であると言っているだけである。
明治時代には広告業を俗に「ひろめ屋」と呼ぶ慣わしがあった。
「ひろめ」
とは「お披露目」、つまり広く知らせることであり、まさに明治時代には「広
報」
「広告」
「報告」と同義語であった。
「広目屋」を社名とする広告会社が
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実在していたほどである。
「弘報堂」の社名の意味するところは、
「弘く報
（11）
告する」であり、まさに「ひろめ屋」そのものであったといえる。

明治時代の終わりから大正時代にかけて「弘報堂」は、時事新報の広告
取次ぎとして、時事新報の発展に伴い大いに業績を伸張させた。20 世紀
初頭、
「弘報堂」は「広告社」、
「正路喜社」、
「金蘭社」、
「帝国通信」と並んで、
五大広告取次ぎと称され、創立間もない電通（1901 年日本広告株式会社と
して創業）も博報堂（1895 年創業）も、これ等五大取次ぎを経由しなければ、
新聞・雑誌への広告出稿も自由にできない状況にあった。
「弘報堂」の名称
は、当時の関係者にはそれ程良く知られていた名称なのである。
第二次大戦中に政府によって行われた広告会社の併合計画により、
「弘
報堂」は「広告社」、
「豊国通信社」、
「告天社」と合併し、以後「弘報堂」の
名称は消える。合併後の新会社の名称は「株式会社日本広告社」となり、
現在も東京・銀座で活動を続けている。高柳は、当時の有力広告会社であっ
た「弘報堂」の名称を承知しており、
「弘報堂」から「弘報」を借りてシベリ
ヤ派遣軍弘報班や満鉄弘報課のネーミングを生みだしたと見るのが、用語
としての「弘報」誕生の妥当な見方ではないかと考える。
因みに韓国では、今日でも「弘報」が使われており、
「広報」は使われて
いない。我が国の内閣府大臣官房政府広報室に当る政府機関であり、韓国
国政の国内外への広報活動や政府内部の広報業務の調整を図る部門として
「大韓民国国政弘報処」がある。また、その管理下に韓国の海外向け「弘報」
の実施機関として「海外弘報院」、韓流映画やドラマの普及を図る機関と
して「映像弘報院」がある。
「大韓民国国政弘報処」の名称は、まさに満州
国弘報処の写しとも思えるネーミングである。
また、中国においては通常「公共関係」
（略：公 ）が、
「PR」の訳語とし
て使用されている。我が国においても第二次大戦の前後に「公共関係」と
訳した例がある。何れにせよ「広報」が和製漢字であり、日中で「PR」に
関する表記の異なることは致し方ないといえる。
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６．用語としての「PR」の導入
我が国に「PR」が本格的に導入されたのは第二次大戦以降のこと、連合
軍最高司令部（GHQ）、いわゆる占領軍の示唆によってである。我が国の
戦後民主化を推進するための方策の一つは、日本政府・地方公共団体を通
じて、GHQ の占領政策を迅速・的確に日本国民に伝達し、同時に国民の
意向を十分に吸い上げることであり、まさに「広報」と「広聴」の効率的な
実施であった。しかし、天皇の絶対権力の下、大政翼賛政治と極度な情報
統制に浸りきってきた日本国民にとって、GHQ の望む「広報」
「広聴」を
理解することは、まことに困難を伴うものであった。特に長期間、天皇の
官僚として、国民に対し命令一辺倒であった国家公務員や地方公務員に
とって、GHQ の「PR」に関する示唆は、理解不可能な、ほとんど呪文に
近いものであった。
1947 年 12 月、GHQ は、行政に対し PRO（Public Relations Oﬃce ＝広
報部門）の設置を「サジェスチョン」した。その内容は以下のようなもの
（12）
であった。

当軍政部ハ、県行政ノ民主的ナ運営ヲ推進スルタメニ、知事室ニ P・
R・O ヲ設置サレルコトヲ希望スル。
P・R・O ハ政策ニツイテ正確ナ資料ヲ県民ニ提供シ、県民自身ニ
ソレヲ判断サセ、県民ノ自由ナ意思ヲ発表サセルコトニツトメナケレ
バナラナイ。
P・R・O ハ知事ガ外来者トノ面接ニ要スル時間ヲ、可及的ニ少ナ
クスルコトニツトムベキデアル。
P・R・O ノチーフハ、次ノヨウナ条件ヲ備エルコトヲ必要トスル。
一

知事ノナソウトスル施策ガヨクワカル人デアルコト

二

人好キサレ、押出シノキク人デアルコト

三

新聞報道ニ理解ガアリ、新聞記者ニ親シマレル人柄デアルコト

四

アル程度、英語ガワカルコト
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こうした GHQ の「サジェスチョン」に対し、当時、富山県庁勤務（後に
人事院広報課長）の樋上亮一（ひのうえ・りょういち）は、次のように語っ
ている。
知事は、
（GHQ の要請を受けて）ともかく早急に研究をして、P・R・
O の具体案をつくれというのである。むつかしいことを引受けたもの
である。だいいち P・R ということがよくわからないのだから、なに
から手をつけてよいのかカイモク見当がつかない。渉外課の通訳に相
談しても、
「P・R」というコトバの意味すら納得のいくような答えが
えられない。やむをえないので、軍政部へお百度をふんだ。CIE オフィ
（13）
サーのトーセン氏から P・R の手ほどきを受けようというわけである。

GHQ は、PRO 設置を推進することで、GHQ の占領政策の効果的な示
達を狙うと共に（広報・PR）、国立世論調査所の設立などを通じて、民意
の吸い上げに務めようとした（広聴）。しかも民主的な姿勢を示すために
PRO 設置はあくまで「サジェスチョン」
（示唆）であるとしたが、行政側
にとっては、
示唆といっても実質的には GHQ の命令であると受け取られた。
ところが命令を受けた行政側は、
「PR」の意味するところが一向に判然と
しない。そこで GHQ は、具体的な指導に乗り出すこととし、先ずアメリ
カから専門家を招き寄せる。
1948 年 5 月 12 日付の朝日新聞は次の様に報じている。
見出し：「都道府県に情報部

総司令部で計画」

本文：総司令部発表＝日本の各都道府県に公衆情報部署をつくる研究
が米陸軍省の情報機関の援助で総司令部の手により計画中である。
このため元財務省情報部長チャールズ・シュワルツ氏が総司令部
民間情報教育局へ顧問として派遣された。同顧問の研究によって、
日本の各地方都道府県に中央政府の監督から独立した地方情報部
を開設するため地方都道府県に助言を与えるものと期待されている
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「公衆情報」とは、恐らく「Public Information」の訳であろう。この発
表には中央政府の権限を弱め、国民により一層近い距離にある地方自治体
の活動を推進したい GHQ の思惑がよく現れている。
次いで GHQ は、
「PR」とは何であるかについての教育を、行政関係者を
中心に実施する。1949 年 7 月 12 日から 10 月 4 日まで、11 回にわたって
実施された、
「広報講習会」である。我が国で開催された初めての本格的広
報・PR セミナーであった。主催は民間情報教育局（CIE）情報政策企画係
である。この講習会には、中央官庁の広報担当者に加え、東京の主要広告
会社社員が、毎回 130−180 名参加し、会場は日比谷の東京放送会館（NHK
放送会館）に設けられた。講義は CIE 情報部長ドン・ブラウンによる「政
府広報部存在の意義」、政策企画課長 J・F・サリヴァンによる「政府の広
報機関は如何に活動するべきか」に始まり、各種メディアの活用方法、記
者会見の具体的運営方法、都道府県における広報展開方法など、広報の具
体的プランが提示され、アメリカ流の広報・PR とは何かが教え込まれた。
この講習会で使用されたテキスト『Principles and Techniques of Public
Relations in Japan』は、2 年後の 1951 年に『広報の原理と実際』のタイト
ルで、編集発行人：日本広報協会（PRISA ＝プリサ＝ Public Relations and
Information Service Association）会長・吉田秀雄、発行所：日本電報通
信社（現・電通）として出版され、2,000 部の初版を完売している。
（重版
はされていない）
この講習会が終了した直後の 1949 年 10 月 19 日付朝日新聞は、行政側
広報担当者に対し CIE 政策企画課長サリヴァンの PR に対する見解を次
の様に伝えている。
見出し：「情報提供は弘報官の責任―サリヴァン氏強調」
本文：民間情報教育局発表＝総司令部民間情報教育局政策企画班長
ジョン・F・サリヴァン氏は十八日、地方自治協議会主催の政府
各省ならびに各都道府県弘報担当官会議で、国民大衆を相手とす
る官庁の弘報業務について要旨つぎの演説を行った。
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日本ではこれまで政府が世論形成者のうち最も強力な情報提供
者であった。国民に見聞きさせることは政府が一々指示、統制せ
ねばならぬという気持ちである。つい最近の本年七月数県の弘報
課が中央に弘報局を設置してもらいたいと要望した事実がある。
政府がいまなお資金、人員その他の点から有利な立場を保持して
いるのが実情だがこうした政府側の力がいかに行使されるかに、
新憲法によって示された途に日本が進み得るかがかかっている。
従って政府の情報関係専門家として諸君は国民及び諸君自身の職
務に対して重大な責任を負っている。諸君には新聞や市民団体と
ともに国民に対して必要な情報を提供する責任がある。また新聞
や市民の情報を提供する責任がある。
行政関係者を集め、大規模な広報講習会を実施したにもかかわらず、行
政の弘報担当者、特に中央政府の担当者の意識や行動が、戦時中から依然
大きく変化していない現状に、GHQ 側が業を煮やしている状況が、短い
スペースながらも良く分かる記事である。
７．
「PR」伝道師としての田中寛次郎と小谷重一
行政関係者による PR の導入と共に、民間では電通が戦後の PR 導入の
さきがけとなった。電通は 1946 年初め、電通の戦後経営活動の基本的指
針となる「当面の活動方針」を決定している。6 項目にわたるこの「当面の
活動方針」の中で、
「パブリックリレーションズ（PR）の導入と普及」が、
商業放送（民間放送）の実施促進や市場調査活動の励行、広告表現技術の
水準向上などと並んで、重要課題として取り上げられた。戦後いち早く
PR 分野への進出を決定し、そのための人材の補強、組織の整備を行なっ
たのである。
「当面の活動方針」の決定者は、当時の社長・上田碩三と常務取締役・
吉田秀雄である。翌 1947 年、上田碩三は戦時中の国策通信社であった同
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盟通信社の常務理事・編集局長を務めた経歴により公職追放該当者となり、
社長を辞任する。上田の後、社長の座に就いたのは、43 歳の吉田であった。
吉田は、PR の導入に心血を注いだ。第二次大戦直後の産業界は、労使
が激しく対立し、革命前夜の様相を呈する官庁・企業も多かった。日本経
済の危機が叫ばれた時、吉田の脳裏にあった PR とは、労使の対立を解き、
良好な人間関係を確立するための重要なコミュニケーション手段としての
PR であった。経営思想の根幹に位置づけられ、マーケティング・コミュ
ニケーションにおいて広告と並ぶ強力な PR。PR を通して戦後のすさん
だ日本人の心が回復するに違いないというのが、吉田の PR 導入の動機で
あった。
PR の思想と方法を普及させるために、
吉田は二人の電通社員を登用した。
その一人、田中寛次郎（1905−1954 年）は、1928 年、吉田と電通同期入社
である。吉田が広告営業部門の配属となったのに対し、田中は、当時通信
社でもあった電通の通信部門に配属され記者となる。得意の英語力を生か
し海外特派員として活躍し、1936 年の電通・聨合両通信社合併による同
盟通信の発足に伴い同盟通信に移籍する。同盟通信から、選ばれて内閣情
報部情報官となるが、結核に冒され療養生活を送る。敗戦直後の 1945 年
12 月、電通に再入社し、出版部長、総務部長を歴任の後、1950 年に渉外
部長に就任した。
当時の「渉外」とは、GHQ との折衝業務、即ち当時の最高権力者に対し、
電通について理解してもらうための、いわば電通自体の PR を実施するこ
とであり、その担当部署が渉外部であった。
電通の大株主であった同盟通信社の呆気ない解体を目の当たりにし、上
田社長の公職追放問題、電通自体の会社制限令適用対策、焼け残った数少
ない建物である電通ビルを GHQ の接収から除外してもらうための折衝な
ど、GHQ との間に解決すべき課題は山積していた。電通経営陣としても
GHQ との「渉外」を重視し、それにふさわしい人材として、語学力もあり、
海外経験も豊富で、人柄も申し分の無い田中寛次郎をその任に当てたのは、
正解であったといえよう。
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田中は、吉田から「渉外・PR の研究に専念せよ」との社命を受け、
GHQ 民生局次長ケーディスのもとを訪れる。元弁護士のケーディスも PR
の知識には乏しく、代わりに PR 関係の米書を貸してくれる。田中はそれ
らの PR 関係書を使い若手社員数名と共に輪読翻訳会を主催する。翻訳に
使われた PR 関係書の一つが Plackard と Blackmon 共著『Blueprint For
Public Relations』であった。田中のグループは、1948 年にその要約を『電
通 PR パンフレット

パブリックリレーションズの型

PR を知らねば経

営者の資格なし』のタイトルで出版し、電通の社員と得意先を中心とした
関係者に配布し、PR の普及に努めた。
この『Blueprint For Public Relations』は、戦後すぐのこととあって、
国内の主要図書館から原本が散逸し、長らく幻の PR 書といわれていたが、
名著の復刻を専門とする Kessinger Publishing から 2007 年 4 月に復刻出
版され、入手可能となった。ケーディスの選んだ本書が半世紀後に名著に
選ばれたという事は、田中のグループによって紹介された PR の内容が、
その導入期にあっても決して間違ったものではなかったという証左ともな
るであろう。
田中は、その後も GHQ との折衝を進めるとともに、戦前に電通と提携
関係にあった UP 通信社副社長・極東総支配人マイルス・Ｗ・ボーンとの
交友などを通じて、PR の紹介に務めるが、1954 年、惜しまれつつ世を去っ
た。48 歳の若さであった。
田中の後を継ぐ PR 伝道師としての、小谷重一（おだに

じゅういち、

1902−1980 年）の名前も忘れる事ができない。小谷も吉田とほぼ同年輩の
1902 年生まれである。当時としては珍しくワシントン州立大学（シアトル）
を卒業している。帰国するが、狭い日本での生活に満足できず満州を目指
し、1927 年、満鉄に入社する。当時満鉄理事であった松岡洋右が、若い
頃にアメリカに渡り苦労してオレゴン州立大学を卒業した自分の境遇に似
ているとして、採用したとのことである。
入社後は大連鉄道部渉外課に配属となる。南満州鉄道渉外課の主要任務
は、満鉄沿線住民の宣撫である。1932 年、小谷は満鉄に対する関東軍の
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要請により、関東軍第四課嘱託となり、奉天に赴き中国東北地方に居住し
ている欧米人に対する諜報活動に従事する。リットン調査団の日本側通訳
も務めているが、これもリットン調査団の動静を把握するためのものであ
る。
1945 年、日本に引き揚げ、間組、東洋物産に勤務するが、1950 年、電
通に入社し東京本社営業局 PR 部長兼外国部長に就任し、PR の紹介に務
（14）
める。

小谷はまさしく PR 伝道師として、PR 関係書の出版に、講演に、全国
を飛び回る。1951 年以降数年間、毎年連続して、広告主や媒体社の社員
向けに行われるセミナー「電通夏季広告大学」の場で PR をテーマに講義
を行う。講義内容は、他の講義と共に電通から『広告研究』のタイトルで
出版された。1951 年には同じく電通から『PR の理論と実際』を、1952 年
には『企業経営と PR』を出版する。また 1954 年には、ダイヤモンド社発
行の『経営基礎講座』シリーズの一部として「パブリック・リレーションズ」
を執筆するなど、精力的に講演・執筆活動を展開した。PR 部長在任中の
わずか 6 年ほどの間に、全国の電通支社、企業、行政機関などで行った講
演会は数十回に及んだ。1953 年には、上智大学新聞学科に開設された PR
講座の、続いて明治大学の講師として、
「企業 PR 論」を講じている。
率直で私心のない意見具申と同年輩という事もあって吉田の信頼を得て、
PR 部門の推進を図るが、1957 年、国際部門に転じニューヨーク勤務を経
て、電通の設立した外資取り扱い専門広告会社「JIMA」の専務、その後
国際広告協会日本支部事務局長を経て退社、1982 年、80 歳で逝去した。
８．
「PR」の語源としての「渉外」
「PR」が第二次大戦後、我が国に輸入された前後に、PR の訳語として
どの様な日本語が使われていたのであろうか。
前述の『電通 66 年史』の中では、1946 年に電通が決定した「当面の活動
方針」の第 2 項として「パブリック・リレーションズ（PR）の導入・普及」
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が挙げられている。戦後すぐの 1946 年に決定をみた経営課題である「当
面の活動方針」の中で、英単語の「パブリック・リレーションズ（PR）」が
使用されていることになるが、はたして当時の経営課題の中で、こうした
英単語が実際に使われていたのであろうか。当時の刊行物の中からは、日
常語として「パブリック・リレーションズ（PR）」を使用する例はほとん
ど見当たらない。自由国民社による『現代用語の基礎知識』1948 年版にも
採用されていない。ましてや、当時の国語辞典には全く見当たらない単語
である。したがって電通の経営課題である「当面の活動方針」の中で英単
語「パブリック・リレーションズ（PR）」が使われていたとは考えにくい
のである。
戦後間もない時期に、ほとんど全ての日本人にとって「パブリック・リ
レーションズ（PR）」は未知の単語であり、その意味合いを含んだ別の単
語に置き換えられて、新聞雑誌等で紹介されていたに違いない。その単語
が、実際は「当面の活動方針」の中で使われていたのではないかと考えら
れる。1960 年代に入り『電通 66 年史』の執筆者が、その単語を、
『電通 66
年史』発行当時の 1960 年代後半の人々にわかり易いよう、
「パブリック・
リレーションズ（PR）」に置き換えて表現したのであると推測される。
それでは戦中から戦後すぐにかけて「パブリック・リレーションズ（PR）」
の訳語として、どの様な単語が主に使われていたのであろうか。
実は「渉外」なる単語が、当時「PR」に相当する単語として使用されて
いた。この「渉外」は、
「外部・外国と交渉したり連絡すること」
（金田一京
助『新明解国語辞典』）とする今日的意味での「渉外」と異なり、
「PR」の訳
語として、しばしば使用されていたのである。
1946 年 2 月に創刊された『電通報』の 1949 年 1 月 1 日付紙面に、
「PR」
を意味する「渉外」の単語が初めて登場する。
見出し：「紐育に銀行家のための渉外学校」
本文：
「アメリカで広告に並行して渉外業務（パブリック・リレーショ
ンズ）の重要性が最近著しく力説されているが、紐育州銀行協会
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ではシラキュース大学と協力して、銀行家のための渉外学校を設
立することになり、第一回の生徒募集は校舎の関係で 75 名に限
定するという」
（AD・NEWS）
上記の様に、戦後の一時期、
「渉外」とは「PR」を意味する用語であった。
それでは、そもそも、最初に「パブリック・リレーションズ（PR）」に「渉外」
なる訳語を充てたのは何時頃のことであろうか。
外務省勤務の後、電通取締役・同盟通信社社長・ジャパン・タイムズ社
長などを歴任した福島慎太郎が、年々悪化する日米関係改善のためプレス・
アタッシェとしてアメリカに派遣された、1937 年当時の状況を次のよう
に述べている。以下の記事で明らかなように、1937 年頃はパブリック・リ
レーションズという単語を日本人で知っている者はきわめて少なかったと
いう。
私ははじめてアドバタイジング・エージェンシーのほかに最近発達
してきたものとしてパブリック・リレーション・カウンセルというも
のがあることを教えられた。その代表的なものとして I・B（ママ）リー、
カール・バイヤー、ジョージ・バーネスの三氏の名前があげられた。
−中略―

私は早速本省に電報で報告したところが、そこではたと

困った。パブリック・リレーションズ・カウンセルをどう訳して良い
か、適当な日本語が見つからない。今では PR という重宝な言葉があ
るが、二十五年前のことだ。仕方がないからパブリック・リレーショ
ンズ・カウンセルと長たらしくかたかなで打電した。おそらく日本で
はこの言葉の使いはじめではなかろうか。外務省でも、おそらく電報
（15）
ではわけがわからなかったのではないかと思う。

大正年代・昭和初期にも、一部の研究者に、
「パブリック・リレーショ
ンズ」に関する研究がみられる。1924 年には、広告会社である萬年社考案
部長となった元神戸高等商業学校教授・中川静が『広告と宣伝』
（宝文館）
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において、
「広告の義に用いられて居る語にパブリシチー Pulicity といふ
のがある」と述べている。
「パブリシティー」の初出と思われる。
1931 年、粟屋義純は『 広告原論 』
（青山堂書店）の中でハーバード大学
ボーデン教授推薦とし「広告研究の参考文献」リストを挙げているが、
「 Publicity」の 項 で は、Bernays『 Crystallizing Public Opinion 』、Dean
『 Modern Publicity 』、Ivy Lee『 Publicity 』、Long『 Public Relations 』、
Quiett & Casey『 Principles of Publicity 』、Wilder『 Publicity 』を所収し
ている。粟屋義純は『広告要論』
（同文館

1934 年）においても、
「広告の

同義語」とし Announcement、Propaganda、Public Relations、Demonstration、
Display、Literature の 6 語を挙げているが、英単語をそのまま列挙して
いるに過ぎない。当時、広告研究はかなり進んでいたが、PR 研究はまだ
胎動期にあったといえよう。
第二次大戦前後になると、現代の戦争における宣伝戦の重要性が世界的
に認識され、PR 理論の研究も一気に進み、欧米の翻訳書も多数出版される。
中でも 1935 年出版の Leonard W Doob の著書『 Propaganda, Its Psychology
and Technique 』は、二度にわたって翻訳された。
先ず 1939 年、内閣情報部によって『宣伝の心理と技術』と題して翻訳出
版される。1944 年には『宣伝心理学』
（春日克夫訳、育生社弘道閣）として
翻訳出版される。春日訳の同書では、
「（米国では）1940 年代より Public
Relations Oﬃce が各省に設けられ、次いで情報調整局、米州事情調整局、
Oﬃce of Facts and Figures 等が設けられた」と、PRO にはまだ訳語があ
てられていない。
また、パブリック・リレーションズ・カウンセルは「公共関係顧問」と
訳され、
「公共関係顧問は広告が有用であると考える場合にのみ広告を用ひ、
且、屡他の種々な付加的方法を利用する。この新職業の代表的な人物たる
アイヴィー・リー及びエドワード・エル・バーネースの戦術を紹介する。」
として、ロックフェラー、エジソン、アイボリーなどの PR ケースを記述
している。パブリック・リレーションズ・カウンセルを「公共関係顧問」
と訳した例は、他にもみられる。
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次に「パブリック・リレーションズ」そのものの訳語についてはどうで
あったのであろうか。前述の如く、戦中から戦後のある時期まで、
「パブリッ
ク・リレーションズ」あるいは「PR」の訳語に、｢ 渉外 ｣ を充てる例が多
くみられる。
そもそも「渉外」の初出はどのあたりから始まっているのであろう。
「パブリック・リレーションズ」を「渉外」と訳した初出は、1943 年出版
の『米国の言論指導と対外宣伝』
（坂部重義訳

汎洋社

著者：James R

Mock、Cedric Larson 原題：
『Words That Won the War』Princeton University
Press 1939）に遡る。その内容は、第一次大戦当時の 1917−1919 年、アメ
リカ国民の戦意高揚を図るために、ウイルソン大統領直轄で設立された
Committee on Public Information（通称クリール委員会、本書では「戦時
情報委員会」と訳されている。）の活動記録である。
本書の中に次のような記述がある。
「クリールは事業遂行の必要に応じて新聞記者、学者、通信員、編
集者、画家、その他の世論操縦者を幹部職員としてその傘下に集めた。
実にアメリカの歴史上嘗てない有能な人士が共同目的の為に糾合され
たのである。かくて情報局は巨大な「広告会社」となり、さしも広告
技術の進んでいるアメリカにおいてさえこれ程大きな広告会社はその
前例を見ない。またその事業範囲の広汎さは驚くべきものがあり、戦
後 20 年にして初めて欧州にその例を見るに過ぎない。ジョージ・ク
リール、カール・バイヤー、エドガー・シスン、ハーヴェイ・オヒギ
ンズ、ガイ・スタントン・フォード及びその同僚は文字通り合衆国政
府の渉外部の観あり、1917 − 18 年の事業の原動力となった思想を、
まず国内の人々に、ついで遠い外国の人々にまでおしひろめて行った
（16）
のである。」

訳者は、この「渉外部」について、以下のような注釈を加えている。
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「
（渉外部とは）Public Relation Counsel 乃至 Public Relations Section
といった様な観念の訳であるが、かうした観念が我が国にあまり通用
していない為、適切な訳語は見当たらぬ。

−中略―

要するに政府

なり、官庁なり、会社なりの機構中、民衆乃至顧客との連絡を図る一
部門を指すのであって、米国に特有の民間事業として存在する広告会
社（Advertising agent）とこの Public Relations Counsel は特筆さる
べきものであらう。例えばクリール委員会の副委員長の一人カール・
バイヤーは現に、1930 年以来 Carl Byoire and Associates と称する「渉
外会社」の社長で、今日迄この会社によって全国的に行われた有名な
仕事の一つは、1934 年から 7 年迄の 4 年間継続して大統領の誕生日
に舞踏会を計画実施したことである。」
この様にして、1940 年代には「PR」」が「渉外」という訳語に置き換え
られる様になってきたが、敗戦による GHQ の登場がこの傾向に拍車をか
けた。当時の GHQ の力は、今日では想像できないほど強大なものであった。
マッカーサーと並んだ天皇の写真を眺めた当時の日本人はほぼ全員、連合
軍最高司令官としてのマッカーサーの威力の大きさに衝撃を受けた。官僚
も民間企業も、一様に GHQ の動向に注目し、その意向を汲み取るのに懸
命となる。
「渉外」に関しても同様であった。GHQ は広報部門として、参謀長直轄
の「渉外局」
（PRO、Public Relations Oﬃce）を設け、重要な対外発表は「渉
外局」から発表することとなった。GHQ から出された 1945 年 9 月 10 日
付「言論及び新聞の自由に関する覚書」5 項―（イ）では、次の様に述べら
れている。
「連合軍最高司令部より日本帝国政府への通信事項は、最高司令部の
（17）
渉外局より明示された場合のみ公式発表と認められる」

また、1946 年 1 月 25 日のマッカーサー司令部新聞課長バーコフ氏談と
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して、次の様な記事がある。
「マックアーサー司令部から出るすべてのニュースは自分の新聞課か
ら日本の新聞に提供されるものである。また東京にも色々な軍事的使
節団、カナダとか中国だとかの軍事的な機関があるが、さういう機関
は単独にはあなた方に情報を提供しない。ただマツクアーサー司令部
だけが情報を提供するわけだ。PRO というのがある。それは、自分
達の所管ではないが、それから出すものについては何も差し支えな
（17）
い。」

泣く子も黙るマッカーサー司令部が、PRO ＝パブリック・リレーショ
ンズ・オフィスを「渉外局」と訳し、使用したのである。しかも、
「渉外局」
は、副参謀長指揮下の民間情報教育局（CIE）や民間通信局（CSS）と異なり、
格上の参謀長直轄機関である。｢ 渉外 ｣ の持つ意味は格段に重みを増す。
電通を始め、多くの企業に「渉外部」
「渉外課」が設置され、それらの部署
が「PR」関連部門となったことは十分に理解できる。
９．終わりに当って
名は体を表すという譬えの通り、用語としての「広報・PR」も、時代と
場所で様々な変化を示してきた。マーケティング・コミュニケーションの
範疇では、隣接領域にあり、しばしばオーバーラップしあう「広報・PR」
と「広告」であるが、どちらかというと技法が重要視される「広告」に比べ、
理念を基底とする「広報・PR」の定義を行うことは、きわめて困難なこと
となる。理念は人それぞれに異なるからである。
今から 50 年以上前の 1951 年に発行された『PR の理論と実際』の中で、
著者の小谷重一は「PR を定義づけることは誠に困難なことである。それ
は一体行為であるのか、機能であるのか、或いは技術であるのかさえ、議
論の一致を見ていない。従ってその定義は多種多様にわたり、各人各様の
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定義を固執して譲らない」と述べているが、これは、今に至るも全く変わ
（18）
りはない。

むしろ物理の法則と異なり、社会科学の一分野であり、しかも世の中の
変化に伴って常に変化することを求められる「実学」としての「広報・PR」
である以上、百人百様の「広報・PR」の定義のあることに、何ら不思議は
ないと言うべきであろう。むしろ、画一的な定義は求めるべきではない。
「広
報・PR」は時代の動きと共に、常に流動的に発展を続けている分野だか
らである。
しかし、一義的な定義を求めないことと、どの様な歴史的変化をたどっ
てきたかを確認することとは、別の次元の話である。先人の軌跡をたどる
ことは、次の発展にながる多くのヒントを見出すことでもある。今回の「広
報・弘報・PR に関する一考察」は、こうした歴史的変化の延長線上での、
今後に生かせるヒントの発見になればと思いつつ、それらの語源の由来に
ついて執筆したものである。
注
（ 1 ）世耕弘成『プロフェッショナル広報戦略』ゴマブックス

2006 年

（ 2 ）1950 年に証券業界向けに『月刊パブリックリレーションズ』が発行されてい
るが、後に廃刊となる。
（ 3 ）1872 年 4 月 14 日付の 421 号に掲載された「広告」が初出であるとの説もあ
るが、4 月 11 日付の 418 号に掲載された「広告」が初出である。
（ 4 ）文部省『広報の常識』
「付録

用字用語例」好学社

1958 年

（5）
『時事新報』明治 16 年 10 月 16 日付
（6）
「空気堂組」が「弘報堂」の数年前に開業したとの記録があるが、その内容は
判然としていない。
「弘報堂」を我が国広告会社の初めとする説が多い。
（ 7 ）鷹居匡『江藤二翁伝』1938 年
（ 8 ）日本広告社ホームページ
（ 9 ）里見脩「卓越した対外弘報（宣伝）活動」−『満鉄とは何だったのか』藤原書店
2006 年
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（10）満州国弘報処『宣撫月報』1938 年 10 月号（第 3 巻 10 号）
（11）
「広目屋」ホームページ
（12）電通『調査と技術』1959 年 10 月号
（13）同上書
（14）小谷章氏（小谷重一令息）インタヴュー並びに同氏ホームページ
（15）電通『電通報』1961 年 9 月 13 日付
（16）坂部義重『米国の言論指導と対外宣伝』汎洋社

1943 年

（17）日本新聞協会『日本新聞年鑑―昭和 22 年版』
（18）小谷重一『PR の理論と実際』日本電報通信社

1951 年
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