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第２１回 パブリック・ディプロマシーとは何か 

 

（１）エドモンド・ガリオン 

 パブロック・ディプロマシーについては触れるには、まず、エドモンド・

ガリオン(Edmund Gullion, 1913-1998)を取り上げなければならないだろう。 
 

    The term public diplomacy is a product of American activity in 
  the middle years of the cold war.  In 1965, Edmund Gullion, a  
  retired diplomat who became dean of diplomacy at Tufts University,  
  unveiled the term the diplomacy at launch of the Edward R. Murrow 
  Center for Public Diplomacy. （１） 

  
インターネットからの情報も紹介しておこう。 
 

Most scholars date the first usage of "public diplomacy" to 1965 when 
Edmund Gullion, a career diplomat used the term in connection with 
the foundation of the Edward R. Murrow Center at Tuft’s University 
Fletcher School of Law and Diplomacy.（２） 

 
ガリオンが外交官としてのキャリアがあり、単に理論的な面から提唱したの 
ではなく、現実的な側面から発生した概念が"public diplomacy"である。 
 
 
（２）パブリック・ディプロマシーとは何か 

「パブリック・ディプロマシー」については一般的にはどう定義されてい 
るのだろうか。『広辞苑』（第6版、2008）には見出し語はない。インターネ

ットによる国語辞典には次のように掲載されている。 
 
 パブリック・ディプロマシー【public diplomacy】 
  政府間の外交とは別に、民間も含めた形で広報や文化交流などを行い、 
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外国市民へ直接働きかける外交手法。広報外交。（３） 
 
同じ漢字文化圏である中国語における表記についても注目しておきたい。 
 
 中国語ではパブリック・ディプロマシーを「公共外交」を呼ぶ。この公 
共外交は、対外宣伝や「民間外交」（毛沢東時代の国外野党への働き掛 
け）、「公衆外交」（国内広報活動・海外広報活動）とどのように異なるの 
か？近年形成されつつあるコンセンサスは、パブリック・ディプロマシ 
ーとは情報提供活動と教育・文化交流である。（４） 

 
エドマンド・ガリオンが提唱した概念であることは紹介したが、パブリック・ 
ディプロマシーについてその定義について取り上げておきたい。インターネ 
ット上では以下のような定義が紹介されている。 
 

"the influence of public attitudes on the formation and execution 
of foreign policies. It encompasses dimensions of international  
relations  beyond traditional diplomacy . . . [including] the cultivation 
by governments of public opinion in other countries; the interaction of 
private groups and interests in one country with those of another . . . 
(and) the transnational flow of information and ideas"（５） 

 
 ガリオンは「パブリック・ディプロマシー」という言葉を造った理由は 
下記の通りである。 
 
政府が自国の政策を外国に伝達する際に重要なことは、相手国の国民と 
意見、関心、文化を交換して理解すること、それを米国の政策決定者に 
伝えアドバイスすること、それが政策に反映されること、その結果を立 
案された政策に関して相手国に説明し影響を与えることである。政府 
(Government)、情報(Information)、伝達(Communication)のファクタ 
ーを考えた場合、最も適した言葉として到達したのが『パブリック・デ 
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ィプロマシー』である。（６） 
 
 「パブリック・ディプロマシー」とは1965年にEdmund Gullionが提 
 起した概念であり、従来は「プロパガンダ」と呼ばれていた概念だが、 
 その政治的・歴史的な悪印象を忌避し、パブリック・ディプロマシーと 
 いう言葉が創出された。ではなぜパブリック・ディプロマシーの分析が 
 重要なのか。それはパブリック・ディプロマシーの分析が重要なのか。 
 それはパブリック・ディプロマシーが地域統合の成否を左右するもので 
あるからだ。（７）  

 
以降様々な定義を時系列で紹介しておこう。 
 

パブリック・ディプロマシーは、歪められた真実を宣伝するプロパガン 
ダではない。パブリック・ディプロマシーとは、海外の公衆(Public)と 
のコミュニケーションを通じて、自らの外交目標を達成することであ 
る。（８） 

 
 パブリック・ディプロマシー（ＰＤ）という言葉を最初に導入したアメ 
リカの国務省では、国が非政府アクターに働きかけて自国の外交に有利 

 になるような情報戦を展開するという意図が見られ、2001年9月の同 
 時多発テロ以降そのような論調が高まった。それほどあらわに国益追求 
 型ではないが、情報共有と国際交流を核とするソフト・パワーを戦略的 
 に展開するという目的で、政府が非政府組織とパートナーシップを組む 
 傾向がイギリス・ドイツ・フランスなどでも進んでいる。（９） 

 
  Public diplomacy promotes the national interest of the United States 
  through understanding, informing and influencing foreign audiences 
  in order to impact the behavior of foreign governments.（１０） 
 
外交の目的を達成するためには、相手国の政府に働きかるだけでは十分 
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でなく、国民レベルに働きかけていくことが必要である、という認識に 
基づいて行なわれる政府の活動であり、政策広報としての情報発信、国 
際文化交流、国際放送がそれに含まれる。（１１） 

 
  Public diplomacy is a political instrument with analytical boundaries 
  and distinguishing characteristics, but is it an academic field?  It is 
  used by states, associations of states, and nonstate actors to under- 

stand cultures attitudes, and behavior:  build and manage relation- 
ships: and influence opinions and actions to advance interests and  
values. （１２） 

 
インターネットからも“public diplomacy”の定義を紹介しておきたい。 
 
 public diplomacy is a term that is very closely associated with the  
  United States Information Agency, which used it to describe its 

mission. The terms public diplomacy and propaganda are closely  
related.  The term public diplomacy clearly originated as a euphem- 
ism for propaganda.  According to publicdiplomacy.org, a website 
sponsored by the USIA Alumi Association, 
 
  The term was first coined in the mid-1960s by Dean Edmund A. 
  Gullion of the Fletcher School of Law and Diplomacy.  Explaining 

    the origin of the term, Gullion wrote (1967) that: 
 
    “Even beyond the organ o fthe Government set up to handle  

information about the United States and to explain our policies, 
what is important today is the interaction of groups, peoples, and 
cultures beyond national borders, influencing the way groups and 
peoples in other countries think about foreign affairs, react to our  
policies, and affect the policies of their respective governments.” 
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“To connote this activity, we at the Fletcher School tried to find a 
name.  I would have liked to call it‘propaganda.’  It seemed  
like the nearest thing in the pure interpretation of the word to 
what we were doing.  But ‘propaganda’has always a pejorative 
connotation in this country.  To describe the whole range of com- 
munications, information, and propaganda, we hit upon‘public 
diplomacy’.”（１３） 

 
The term "public diplomacy" was coined in 1965 at about the time  
of Murrow's death by Edmund A. Gullion, dean of the Fletcher  
School of Law and Diplomacy and a former foreign service officer,  
in these terms: 
"deals with the influence of public attitudes on the formation and  
execution of foreign policies … encompasses dimensions of foreign 
relations beyond traditional diplomacy, the cultivation by govern- 
ments of public opinion in other countries; the interaction of private 
groups and interests in one country with those of another; the 
reporting of foreign affairs and its impact on policy; communication 
between those whose job is communication, as between diplomats 
and foreign correspondents; and the process of intercultural com- 
munications. Central to public diplomacy is the transformational  
flow of information and ideas."（１４） 

 

最後に金子将史・北野充他編『パブリック・ディプロマシー』（2007）の「は 
じめに」に示されている「パブリック・ディプロマシー」の定義とイギリス 
のThe Foreign Policy Centreが2000年に発表したGoing Publicより伝統 
的外交とパブリック・ディプロマシーとの関係を表として対比している。 
 
 パブリック・ディプロマシーとは、国際社会の中で自国の存在感を高め、

自国のイメージを向上させ、自国についての理解を深めるために、相手 
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国の政府ではなく、相手国の国民に働きかけていく外交活動である。（１５） 

 

  
                             

上記の表（１６）はパブリック・ディプロマシーをどうとらえて行くかという点

においては、ある程度の参考となろう。 
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