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これから以後῍ 同連合は῍ 組織としての位置

I. は じ め に

づけを変化させながら῍ 今日に至っているῌ

電信の発明以来῍ 約 150 年の歴史の中で国際

1932 年῍ 無線電信を扱うために 1906 年に発足

電気通信は絶え間ない技術革新を経験しながら

ていた国際無線電信連合 (International Radio-

経済的および政治社会的にその重要性を拡大さ

telegraph Union) を合併し῍ 現在のように有線῍

せてきたῌ この間῍ 各国の電気通信事業者の間

無線を問わず電気通信を扱う組織となったῌ 第

に数多くのルῐルが形成され῍ また῍ 修正が行

二次世界大戦後の 1947 年には発展途上国の要

われているῌ

望にも目を配る必要のある国連の専門機関とな

これらのルῐル作りは῍ 歴史的には国際組織
である国際電気通信連合 (International Tele-

り῍ ITU はしだいにその性格を変えていくこと
になるῌ

communication Union) を中心に行われてきたῌ

1960 年代には通信衛星が実用化され῍ コン

現在の ITU の原型は῍ 1865 年にフランスのナ

ピュῐタの利用も始まり῍ 電気通信技術におけ

ポレオン III 世の提案によりパリで誕生した万

る技術革新が急速に進み始めたῌ 1970 年代に

国電信連合 (International Telegraph Union) で

は῍ 多国籍企業の成長とともにコンピュῐタは

あるῌ これは既に存在していた二つの欧州の地

国際的なネットワῐクでつながれるようにな

域連合 ῑ独墺電信連合と西部欧州電信連合ῒ が

り῍ 電気通信市場の国内/国際の垣根が低くな

合併してできたもので῍ 世界初の国際組織の一

り始めたῌ 1980 年代には῍ 従来῍ 当然とされて

つであったῌ

きた国内独占市場に対して競争導入が始まり῍

῍ グロῐバル῎メディア῎スタディῐズ学部
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米国の AT&T の分割や日本の電電公社の民営

あるῌ ITU を古臭く能率の悪いものととらえる

化が行われたῌ ITU における技術標準化の議論

グル῏プからは῍ その存在意義については疑問

の前段階である国内技術標準化は従来῍ 独占通

を投げかけられているῌ

信事業者に任されていたが῍ 競争導入によって

本研究では῍ 近年議論されている ITU の存

複数の民間事業者が誕生したことで῍ 国内に標

在意義について検討するための材料を提供しよ

準化組織が誕生したῌ

うとするものであるῌ 政府間組織として成長し

1980 年代の高精細テレビおよび家庭用録画

てきた ITU は῍ どのようにして生まれたのか῍

機῍ 1990 年代にかけてのデジタルテレビ῍ ま

その必然性は何だったのかということを本研究

た῍ それ以降の携帯電話など῍ 技術標準化を巡

では῍ 吟味するῌ

る各国の競争は῍ 厳しいものがあったῌ この時

本研究は῍ 新制度経済学の比較制度分析アプ

期に市場やフォ῏ラムと呼ばれる民間標準化組

ロ῏チをとる ῐ青木῎奥野῍ 1996; Aoki, 2001;

織において標準を決定するデファクト標準の例

青木῍ 2005ῑῌ 比較制度分析は῍ 制度および制度

が見られるようになっているῌ こうして ITU

変化について῍ 学際的なアプロ῏チをとる理論

などの国際的な公的標準化組織は標準化におけ

枠組みであるῌ 従来῍ 各国間の経済制度の比較

る独占的な存在ではなくなっていくῌ

分析を行うことを目的としたものではあるが῍

さらに 1980 年代には῍ 関税および貿易に関

制度に対する一般的な理論化を試みており῍ 各

する一般協定 (General Agreement on Tari#s

国レベルの制度に限らず制度変化に関する分析

and Trade: GATT) のウルグアイ῎ラウンドに

には応用が可能であるῌ

おけるサ῏ビス貿易に関する自由化の議論に付

比較制度分析は῍ 限定合理性に基づくゲ῏ム

加価値電気通信サ῏ビスが含まれることとな

理論をベ῏スにして理論構築を行っているῌ そ

り῍ ITU もこれを無視できない状況になってき

して ῒ制度ΐ は῍ ῒゲ῏ムの均衡ΐ であり῍ ῒ均

たῌ ITU は῍ 急速に変化を遂げる状況に対応を

衡の縮約表現であり῍ プレイヤ῏に共有された

図るために῍ 1992 年῍ 大きな機構改革を行っ

予想ΐ という立場をとるῌ 本研究もこの立場を

たῌ しかし῍ 1990 年代は῍ 世界貿易機関 (World

踏まえて ῒ制度ΐ という用語を使うῌ

Trade Organization: WTO) が成立し῍ 基本電気

本研究は῍ 国際電気通信に関するル῏ルに加

通信サ῏ビスまでもが自由化の対象となってい

え῍ その背景にある原理῍ 規範さらに意思決定

くῌ さらに῍ インタ῏ネットの爆発的な普及に

の手続きなどを総括して国際電気通信制度とし

より῍ 電話を中心に考えられていた国際電気通

てとらえるῌ 現在῍ 国際電気通信制度は῍ 二つ

信サ῏ビスの質自体が大きく転換していくῌ 今

の制度ῌITU を中心とした制度 ῐここでは῍

後῍ インタ῏ネットが世界の情報インフラと

ῒITU 体制ΐ と呼ぶῑ および民間組織を中心と

なっていくのは῍ 間違いがないと見られてお

した制度から構成され ῒ全体的制度配置ΐ をな

り῍ これに伴いインタ῏ネット῎ガバナンスの

す῍1ῌ つまり῍ かつては῍ 国際電気通信制度は῍

問題が大きく取り上げられるようになったῌ 従

ITU 体制と同一視できるものであったが῍ 近年

来῍ インタ῏ネット῎ガバナンスは῍ 民間組織
が行っていたこともあり῍ 現在は政府間組織で
あ る ITU と 民 間 組 織 と の 間 に お い て῍ イ ン
タ῏ネット῎ガバナンス団体としていずれが適
切であるかという議論が続けられている状況に

῍1 国際電気通信制度は῍ 国際電気通信事業全体をド
メインとし῍ ITU 体制は῍ ITU のやり方に沿っ
て意思決定を行う組織フィ῏ルドドメインにおい
て均衡する制度であると考えることができるῌ ド
メインの考え方については῍ Aoki (2001) を参
照ῌ
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は それらは必ずしも一致していない状態にあ

は過去のどんな時代よりも速いテンポで成長

る しかし ITU 体制が現在も重要な部分を占

し 17001820 年の 3 倍の速さであった ナポ

めていることには 変わりはない 本研究では

レオン戦争の混乱の後 1814 年に開催された

この ITU 体制の形成について制度変化の立場

ウィン会議でフランス革命以前の反動的な体

から分析しようとするものである

制が打ち立てられたが 世界的な自由主義の流

比較制度分析が指摘する制度の特性は 制度

れとラテンアメリカ諸国の独立の動きから維持

がゲムの均衡であることから多くが導かれ

が困難になる 1848 年には フランス 2 月革

る 経路依存性は その一つである ゲムに

命 オストリア 3 月革命が勃発 ウィン会

おいては 複数の均衡がありえるが 実際にど

議を仕切ったオストリアのメッテルニヒが亡

の均衡が選ばれるかは 制度が変化の過程にお

命し プロイセンでは国王が自由主義の流れを

いて通ってきた歴史的経路に基づく制度環境な

受け入れ立憲君主制が始まった ドイツは諸邦

どに左右されると主張している

の集まりであり その統合について プロイセ

本研究は制度としての ITU 体制の形成にお

ンが提唱する 小ドイツ主義 とオストリア

ける経路依存性に着目し ITU の設立前史を見

が提唱する 大ドイツ主義 が対立した 1862

ていくこととする なお 本研究では電気通信

年 プロイセンの首相にビスマルクが就任 そ

の原初的な形である電信のさらに前身の長距離

の後 1866 年には 普墺戦争にプロイセンが勝

通信である腕木通信にも目を向ける そして

利し オストリアを除く北ドイツ連邦が成立

ITU 体制が国際電気通信の制度としてどのよ

した 敗れたオストリアは ハンガリに自

うな根拠に基づき形成されたかを明らかにして

治権を与えて オストリアハンガリ帝国

いく

となった また 1870 年にはナポレオン 3 世が
普仏戦争を仕掛けたが 逆に敗戦を帰する結果

II. 電信発明以前

となり 自らも失脚した イタリアでは 1881
年イタリア王国が成立した なお イタリアが

1. 当時の政治経済

電信が生まれるまでの欧州は ナポレオン戦

統一されたのは 1870 年であった このように

争およびその後の対立で大陸各国が戦争に巻き

大陸欧州諸国が隣国間で勢力争いをするなか

込まれ 政治的に不安定な状態にあった しか

英国は距離を置いた形で経済力を蓄えていっ

し 島国で戦争に巻き込まれず先に産業革命を

た

達成した英国は 経済的に大きく発展し 世界

当時 欧米各国では産業革命を迎えており

の工場と呼ばれる大国に成長していた 英国に

それによる工業の発達とその原料の調達のた

遅れて産業革命を経験した欧州大陸諸国も経済

め 貿易が盛んになる 国際電気通信のニズ

活動を活発化させ貿易自由化条約を結ぶなど各

は それと歩調をともにして大きくなったと

国間の交流を拡大させていた῍ 

言ってよいだろう 産業革命の時期は 各国の

2

ナポレオン戦争の終了後まもない 1820 年か

間で差がある これが 電気通信事業の発達の

ら 1913 年までは 一人あたりの実質国民所得

時差ともなっている 一番早く産業革命を経験

῍2 一般的な政治経済の流れについては OECD 発
行の Angus Maddison, The world economy, Development Centre, OECD 2001 政治経済研究所訳 経
済統計で見る世界経済 2000 年史 柏書房 2004
年 

したのは 英国である 17601830 年ごろ 次
は 米国で 17931890 年ごろ とくに 1825 年
以降に著しかった 仏が 1830 年以降 独がそれ
に少し遅れて始まったが しかし 産業革命の
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表1

世界の工業生産に占める相対的なシェア 1750ῐ1900 年

1750

1800

1830

1860

1880

1900

23.2

28.1

34.2

53.2

61.3

62.0

英国 ῑ連合王国ῒ

1.9

4.3

9.5

19.9

22.9

18.5

ハプスブルグ帝国

2.9

3.2

3.2

4.2

4.4

4.7

フランス

4.0

4.2

5.2

7.9

7.8

6.8

ドイツ諸邦

2.9

3.5

3.5

4.9

8.5

13.2

イタリア諸国

2.4

2.5

2.3

2.5

2.5

2.5

ロシア

5.0

5.6

5.6

7.0

7.6

8.8

米国

0.1

0.8

2.4

7.2

14.7

23.6

日本

3.8

3.5

2.8

2.6

2.4

2.4

第三世界

73.0

67.7

60.5

36.6

20.9

11.0

中国

32.8

33.3

29.8

19.7

12.5

6.2

インド/パキスタン

24.5

19.7

17.6

8.6

2.8

1.7

欧州全体

出所῎ Kennedy ῑ1987, 231 頁ῒ

出所῎ 表 1 をグラフ化
図1

世界の工業生産に占める相対的なシェア 1750ῐ1900 年

本格化は帝政ドイツの成立 ῑ1871 年ῒ 以降のこ

易自由化条約を締結῍ その後῍ フランスもベル

とであったῌ

ギ῏῍ イタリア῍ スペイン῍ スイスと同様の条

平行して῍ 貿易の自由化が進められたῌ まず

約を締結し῍ 欧州に貿易自由化の空気が広がっ

は英国で 1849 年に農産物の保護が撤廃された

ていたῌ なお῍ ドイツでは῍ 小規模な諸邦をと

のを皮切りに 1860 年までにすべての関税上の

りまとめるかたちで 1834 年にプロイセンを中

制限を撤廃῍ 1860 年には῍ フランスとの間で貿

心に ΐドイツ関税同盟 を結成し ῑオ῏ストリ
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アは非加盟 域内の自由貿易を進めていた

2. 電信以前の遠距離通信手段

英国は産業革命発祥の地として約半世紀 他

ここでは 電信以前の遠距離通信を紹介し

国より先に新しい時代を迎えていた この間に

後の電信の発達を方向付けたこれらの技術の利

英国は植民地をはじめとする大きな海外市場を

用のされ方およびその運営形態を紹介する 電

相手に世界の工場として富を蓄積することがで

信以前の遠距離通信として 真っ先に思いつく

きた これは 後の海底ケブルや陸上の通信

のが郵便であろう῍4 しかし 郵便は 電信の

設備敷設のための膨大な投資の準備となる 英

発明につながっていくものではなかった 電信

国は 18 世紀における重商主義国家同士の戦い

の前身は 腕木通信と呼ばれる視覚による遠距

において勝者となり さらに 他国に先駆けた

離通信である ここでは とくに腕木通信が軍

産業革命により その国力を強化することに成

事目的で発達し そのために国家独占事業とし

功した 当時 絶対的に優位であった海軍力

て運営され そのネットワクは国内に閉じた

金融信用 商業 同盟外交 工業生産力をもっ

ものであったことを確認したい

てして 世界の工場 となっていた 表 1 およ

(a) 郵便

び図 1 に示すように 18301860 年にかけて

文字や紙の出現以前から 使者や伝書鳩を

各国においても電信を始め様な技術革新の波

使ったメッセジの伝達は行われてきたが こ

を迎えていたにもかかわらず 英国は これら

れを組織的定期的に行ったものが郵便である

の国を抑えて 1860 年には世界の工業生産の

古くは 公用の旅行や手紙の受け渡しのために

19.9 を占めていた このころから米国が急速

設けられた起源前の古代ペルシア時代の駅制に

に成長し始めたことを考えると 1860 年ごろは

さかのぼる このほかにも中国やロマに同様

相対的な意味で覇権の絶頂期であった῍ 

の仕組みがあったといわれる 日本では 大化

3

米国は 米英戦争 181214 年 によって英

の改新

645 年 の大宝律令で 駅制が整えら

国から経済的に自立し 1830 年代に木綿工業

れ その後 江戸時代の飛脚制度につながって

金属機械工業が発展した 南北戦争 186165

いる

年 後本格化し 石炭 石油 鉄鋼を中心に工

当時は こうした制度は 特権階級のみが利

業がめざましく発展し 19 世紀末には英国を追

用できるものであったが その後 1800 年代に

い抜いて世界一の工業国になっていく

なり 近代郵便制度が整備されるに至って 庶

のちに紹介していく欧州大陸における二つの

民も郵便制度を利用することが可能となった

地域電信連合の結成 1850, 1855 年 また こ

1840 年に英国で ロランド ヒルによって郵

れらが合併して ITU の原型と言われる万国電

便制度が改革され 近代郵便制度が整えられ

信連合が結成されたころ 1865 年 は まさし

た その特徴は 距離に関係なく全国均一料金

く英国が絶頂期であったことがわかる

制であること 切手を貼ってポストに郵便を投
函する料金前納制であり かつ送り手の料金負
担制度であることである また 廉価であると
いうこともあり その後 郵便取扱量が飛躍的

῍3 Kennedy, 前掲書 231 頁によると 世界の工業
生産における占有率は 1860 年では 英国は
19.9  米国が 7.2 で 米国は 英国の 3 分の
1 程度であったが 1880 年には 英国が 22.9 
米国 14.7 となり 米国は 英国の 3 分の 2 程
度まで成長してきている

に拡大した 郵便改革前年の 1839 年の 7,590
万通が 制度改革後は 最初の 1 年で 2 倍以上
῍4 さらに古い長距離通信としては のろし など
がある
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の 1 億 6,870 万通に拡大したῌ しかし῍ 1 通あた

していた (Headrick, 1991)῍6ῌ ストラスブルグ

りの料金を低く抑えたために῍ 総売り上げは減

とパリの間を 36 分という短い時間でメッセ῏

少し῍ 収益の回復には 1874 年までかかった ῑ三

ジを送信することが可能であった (Winston,

浦῍ 2003ῒῌ

1988)ῌ ナポレオンの勝因には῍ 青銅砲の利用に

電気通信の最初の形態は電信 (electrical tele-

並んで腕木通信があるといわれているῌ 当時

graph) であるῌ この実用化は῍ 近代郵便制度の

は῍ 長距離通信は内務省の管轄であり῍ 1837 年

成立と同時期で῍ 遠距離通信として類似である

には῍ フランスにおける長距離通信のシステム

ことから῍ 同じ起源を持つと考えられがちであ

は῍ 内務省による国家独占体制をとることとし

るが῍ 実は郵便と電信は異なる起源を持ってい

た (Brock, 1981; France, Telecom, 2006)ῌ 腕木

るῌ 郵便は῍ 手紙や文書を配達するという行為

通信は῍ ΐ国家空間 (l’espace national) を作り出

を組織的に構成したものであるが῍ 電信は῍ 遠

すのに貢献したといわれている (Flichy, 1991)ῌ

隔地間でメッセ῏ジを即時にネットワ῏クを通

ナポレオン遠征に伴い῍ 腕木式通信機による

じて伝送するものであるῌ そして῍ この起源と

通信網がスウェ῏デン ῑ1796 年ῒ῍ ドイツ ῑ1798

なるものは῍ 次に紹介する腕木通信であるῌ

年ῒ῍ デンマ῏ク ῑ1802 年ῒ などに拡大して῍ 英

(b) 腕木通信

国῍ プロイセンをはじめ῍ ロシア῍ スペイン῍

電信の起源は῍ 欧州で遠距離通信の手段とし

ポルトガルなどの欧州諸国῍ また῍ エジプト῍

て発達していた腕木通信 ῑtelegraph テレグラ

インド῍ アメリカ῍ 南アメリカ῍ オ῏ストラリ

フ῍ ῒ という視覚通信である ῑ中野῍ 2003ῒῌ 腕

アと世界各地に利用は広がったῌ

5

木通信は῍ 1789 年のフランス革命の後の混乱が

腕木通信は῍ 基本的に軍事政治目的で利用さ

続き῍ 軍事的目的で迅速῎確実な通信手段が求

れたが῍ フランスでは 1833 年から 1937 年に国

められる環境において῍ 1792 年῍ 仏人クロ῏

営化されるまでの間῍ その商業的潜在性に着目

ド῎シャップ (Chappe, Claud) によりフランス

した民間事業者が一般を対象とした電信サ῏ビ

議会に向けて提案され῍ 1793 年より軍用のため

スを行っていたῌ また῍ 英国リバプ῏ルで῍ ナ

に使われるようになったῌ 腕のような形の腕木

ポレオン戦争終結後῍ 船舶の到着を知らせるた

を動かすことで ῑ当時は手動ῒ῍ 簡潔化され῍ か

めの船舶所有者と商人の間の連絡に使われた例

つ暗号化されたメッセ῏ジを伝達する仕組みで

がある (Hugill, 1999)ῌ

あるῌ メッセ῏ジの受け手は῍ それを遠隔地か

腕木通信は視覚通信であるため῍ 昼間の使用

ら読み取ることで距離を一気に乗り越える通信

に限られるほか῍ 雨や霧などの天候に左右され

形態であったῌ 今から考えれば原始的な方法に

るなど῍ 安定的な通信は期待できなかったῌ ま

やや驚くところであるが῍ 一時は῍ 仏の主要都

た῍ 軍事目的で開発されていたため῍ 国際通信

市を結び῍ 1850 年には῍ 合計で 5,000 km に及

は前提とされていなかったῌ 国境を越えて῍

ぶネットワ῏クを形成῍ 556 局の通信局を設置

ネットワ῏クが広がることはなく῍ 利用された

῍5 Telegraph という言葉は῍ 1790 年代にシャップが
自らのシステムをこう呼んだのが始まりであるῌ
遠くにあるものを見るという意味であるῌ 当時
は῍ 驚異的に速い情報伝達手段であるとみなされ
たῌ それは῍ 1855 年に創刊された英国の代表的
な新聞である ΐデイリ῏῎テレグラフ (Daily Telegraph) の名前に反映されていることからもわか
るῌ

暗号も当然῍ 国別に異なっていたῌ さらに解読
されないように頻繁に暗号の変更がなされたῌ
῍6 また῍ Codding (1972) によると῍ 1844 年῍ 五つ
の主要路線で総距離 5,000 km 以上のネットワ῏
クを形成῍ 8ῐ10 km おきに通信局を設置し῍ 局
数は 533 であったというῌ
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さらに῍ 設置費用も高額であるなどさまざまな

のロンドンのパディントン駅からウェスト῎ド

難点があったが῍ 前述のように世界各地で採用

レイトン駅に至る 21 km の区間で初めて商用

され῍ 後に現れた電信が普及するまで 50 年以

サ῏ビスとして運用を開始したῌ 1843 年には῍

上にわたって利用されており῍ 仏では電信に切

これがスラウまで延長されたῌ この頃は鉄道の

り替えられた 1852 年まで利用されていたῌ

大発展時代であって῍ 電信線の長さは鉄道とと

このように῍ 短時間で遠距離通信を可能にし

もに急速に伸びていったῌ

た腕木通信は῍ 軍事目的で利用され発達してき

欧州においては῍ 英国だけが民間主導で電信

たῌ しかし῍ 伝達内容が他者の目にさらされざ

が普及していったῌ 大陸の電信網が主に軍事目

るをえない視覚通信であり῍ 天候に左右される

的によって整備されていったのに対して῍ 英国

など問題も多かったῌ

では῍ 鉄道の発達に平行して電信も発達して
いったῌ また῍ 1845 年῍ 殺人犯の特徴を乗車中
の列車の目的地に電信で伝えたことが῍ 迅速な

3. 電信の発明と普及

ここでは῍ いよいよ電信技術が発明され῍ そ

犯人逮捕に役立ったことなども῍ 電信が公共的

れが῍ 各国に普及していく経緯を示すῌ 英国お

な価値があるものとして利用が拡大する契機に

よび米国が民間ベ῏スで電信の実用化に貢献

なったと言われている (Perry, 1997)ῌ 1854 年

し῍ 市場で先行するῌ これに対し῍ 欧州大陸諸

当時で῍ 電信サ῏ビスの 50 が株式関連῍ 31

国では῍ 腕木通信に変わる遠隔通信技術として

がビジネス関連῍ 13 が個人利用であったとい

国営の事業としながら置き換えていくῌ

う (Kieve, 1973)ῌ

(a) 電信の発明

米国のモ῏ルスがいわゆるモ῏ルス信号を送

最初の電信回線の敷設は῍ 英国において 1839

信する電信機を発明したのは῍ 1837 年であっ

年であったῌ 電信は῍ 19 世紀の蒸気機関を活用

たῌ 彼は῍ 欧州から帰国途上の大西洋上で同船

した鉄道や船の発明によって急速に発達した遠

した化学者から電磁石を見せられ῍ 電磁式電信

距離交通とともに成長していったῌ

機を着想したῌ 画家であった彼は電気の知識が

電信機の実用化は῍ 英国のクック (Cooke,

な か っ た た め῍ ハ ῏ バ ῏ ド 大 学 の ヘ ン リ῏

William Fothergill) とホイ῏トストン (Wheat-

(Henry, Joesph) 物理学教授の指導を受けなが

stone, Charles) および米国のモ῏ルス (Morse,

ら電信機を開発したῌ 1844 年には῍ 国から 3 万

Samuel F. B.)῍7 であるとされているῌ クックが

ドルの援助を受けて῍ ワシントンとボルチモア

1836 年にドイツのハイデルベルクで電信機を

間の 60 km にモ῏ルス式の電信用回線が開通

見たのが῍ クックとホイ῏トストンの電信機発

したῌ その際῍ 最初に送られた電文は ῒWhat

明のきっかけであったῌ 帰国したクックはロン

hath God wrought ῐ神が造り給うたものῑΐ で

ドンのキングズ῎カレッジの教授ホイ῏トスト

あったῌ

ンに相談し῍ 共同で電信機を発明した ῐ1837

(b) 欧州大陸諸国における国営事業としての

年ῑῌ 同年この電信機は῍ ロンドンのユ῏ストン

電信の導入

駅からカムデンタウンまでの 1.5 km の間で試

当時の欧州大陸では電信回線はほとんどは最

験されたῌ 1839 年にグレ῏ト῎ウェスタン鉄道

初から国の独占であった (Holcombe, 1911)ῌ 軍

῍7 ここでは῍ ῒモ῏ルス信号ΐ の発明者であること
から῍ 混乱を避けるためにモ῏ルスとするが῍
モ῏スという読み方もできるῌ

事および政治的な配慮により῍ 重要な回線は民
間によって建設されることはなかったῌ
例えば῍ フランスでは腕木通信における政府
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独占が῍ 電信についても引き継がれた (Walls-

表2

各国における電信回線設置年

ten, 2005)ῌ 1844 年に῍ 特別委員会が῍ 王に電信

年

技術および他国での採用状況を報告し῍ その結

1839 年

英国

果῍ 電信の技術的な優秀性を認め῍ 1845 年に国

1844 年

米国

内に最初の回線が敷設されたῌ 民間の利用は

1845 年

フランス

1850 年 11 月に解禁されたῌ しかし῍ 優先順位

1846 年

プロシア῍ オῐストリア῍ ベルギῐ

は政府の通信におかれており῍ 1847 年の内務大

1847 年

イタリア

臣の ῑ電信は῍ 政治的な道具であり῍ 商用のも

1852 年

スイス

のではないῒ という発言にも見られるように῍

1853 年

ロシア

電信は政府のためのサῐビスとして位置づけら
れ῍ 1878 年まで国家警察のトップである内務大

国

出所῏ Holcombe (1911) および Miller (2004) によ
り筆者作成

臣の監督下に置かれていたῌ オῐストリア῍ ハ
ンガリῐおよびベルギῐで 1846 年῍ イタリア

Trade) の監督下にて電信の民間利用が可能と

で 1847 年῍ スイスで 1852 年῍ ロシアで 1853 年

なっているῌ

に敷設されているῌ

オῐストリアは῍ 1846 年にウィῐンからブル

プロシアでも軍部が῍ 従来の腕木通信の欠点

ノに鉄道敷設の実験を開始するまで῍ 腕木通信

と電信の利点を理解し῍ 最初から高い興味を示

にも電信にも興味を示さなかったῌ メッテルニ

していたῌ 1846 年῍ 陸軍の指揮下でベルリンと

ヒは῍ 電信は国家独占であると宣言したῌ メッ

ポツダムの間に実験のための回線が敷設され

テルニヒが 1848 年の 3 月革命で英国に亡命し

たῌ 当時῍ 陸軍に属していたヴェルナῐ῎フォ

た後῍ プロシアと同様の政策を進めようとした

ン῎ジῐメンス (Siemens, Werner von῎ ) は῍

新政権により 1849 年に民間の利用が許されて

回線の使用素材についてホイῐトストンの電信

いるῌ

8

を 改 良 す る な ど῍ 重 要 な 役 割 を 果 た し た

ベルギῐは 1846 年῍ 電信の導入を英国のホ

(Miller, 2004)ῌ ジῐメンスは῍ 1847 年には除隊

イῐトストンとクックに許したῌ 彼らは需要が

し῍ ジῐメンスΐハルスケ電信建設会社 (Tel-

株式情報の伝送に限られると判断していたが῍

egraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske) を

その売り上げだけでは῍ コストを補うことは困

設立したῌ そして῍ マレῐ半島の南部やボルネ

難であったῌ したがって政府の追加的回線の敷

オ島などで生育するガッタパルチャ原樹から採

設の要望に応じることはなく 1850 年までには῍

取できるガッタパルチャ (gutta-percha) 樹脂を

自ら回線を敷設し管理するのが良いと考えるよ

回線の被覆に利用することで῍ 回線の強度向上

うになった政府に対し回線を売却するように

に成功し῍ 1848 年には῍ ベルリン῍フランクフ

なっていったῌ 政府は῍ 鉄道に沿って回線を敷

ルト間 500 km の回線の敷設を行ったῌ なお῍

設し῍ 公共の利用に付することとしたῌ また῍

プロシアでは῍ 1849 年に῍ 商務省 (Board of

1851 年には῍ そのほかの回線を商業利用に提供

し῍ システムはまもなく利益を上げるように
῎8 こ の 名 前 は῍ 1888 年 に ド イ ツ の 皇 帝 フ リ ῐ ド
リッヒ III 世により῍ 貴族の称号を受けた際に改
名したものῌ 以前は῍ Werner Siemens であったῌ
なお῍ ドイツ語の発音では῍ Siemens は῍ ジῐメ
ンスのほうが近いが῍ 日本では῍ 慣用的にシῐメ
ンスとして῍ 濁らないものが使われているῌ

なったというῌ 表 2 は῍ 各国の電信回線設置年
を整理したものであるῌ
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1. 国際電信の始まり

III. 地域連合῍ 独墺連合ῌ 西部欧州連合

電信の発明の直後には῍ 国際的な回線の接続

腕木通信の時代には῍ 腕木通信が῍ 軍事的目

は隣国同士の通信に有利であるとみなされるよ

的のために構築した通信ネットワ῏クであると

うになったῌ 電信は῍ 外交上通信῍ 国際列車の

いう性質から῍ 国境を越えた通信ῌ国際通信

運用῍ 貿易の拡大に有用であると考えられたか

は῍ 基本的には想定されていなかった ῐCod-

らであるῌ

ding, 1972; 上田῍ 1979ῑῌ

当初は῍ 国際電信においては῍ 国境で人づて

したがって῍ ネットワ῏クは国内に閉じたも

に電文が手渡しされていたῌ さらに῍ 受け手側

のであったῌ しかし῍ 電信は῍ 戦争が終結した

の言語に翻訳が必要であったῌ 例えば῍ パリか

のに伴い各国の対立状況が緩和され῍ 経済活動

ら῍ ドイツのバ῏デンに電信を送る場合は῍ 国

が活発化してくる状況において発達してきたῌ

境のストラスブルグで翻訳が行われていたῌ こ

そして鉄道の成長と歩みを同じくし῍ その商業

のような不便さを避けるために῍ 国境を越えた

利用が盛んに行われ῍ 国際通信が盛んに行われ

電信ネットワ῏クを建設しようとする動きが出

るようになったῌ

てきたのは῍ 自然の成り行きであったといえよ

ここでは῍ 後の電信連合結成以前の国際通信

うῌ

状況に触れた後῍ 万国電信連合のもとになった

なお῍ 大陸欧州各国の間で国際通信は容易で

独墺電信連合と西部欧州電信連合の結成の経緯

あったが῍ 問題となったのは῍ 海を隔てた国῎

と῍ そこに見られる国際電気通信制度につな

との交信であるῌ これを解決するものとして考

がっていくいくつかの特徴を見るῌ

案されたのが῍ 海底ケ῏ブルである῎9ῌ その試

国際通信のための世界で最初の条約は῍ オ῏

みは 1840 年のホイ῏トストンによる英仏海峡

ストリアとプロシアの間のネットワ῏クの相互

の海底ケ῏ブルに始まるῌ これは失敗に終わっ

接続のためのものであった῍ その後῍ 複数国の

たが῍ 1842 年῍ 米国でモ῏ルスがニュ῏ヨ῏ク

間で῍ 同様の二国間条約が複数結ばれ῍ それが

港で海底ケ῏ブルを敷設し῍ 成功を収めてい

多国間条約に移行したのが῍ 地域連合の形成の

るῌ また῍ ジ῏メンスが῍ 海水に耐える電信線

経緯であるῌ

を被覆する絶縁物として῍ ガッタパルチャ樹脂

なお῍ 国際電信の初期の相互接続条約が῍ 電

を採用するようになってから῍ 海底ケ῏ブルの

信事業でリ῏ドしていた英国や米国ではなく῍

敷設が加速化されたῌ 1850 年には῍ 英仏の海底

むしろ῍ 電信事業ではフォロワ῏であった大陸

ケ῏ブル敷設が成功し῍ 1851 年より商用電信業

欧州諸国によるものであったことに注目した

務が開始されたῌ これが῍ 大きな利益につなが

いῌ 英国῍ 米国は῍ 海に隔てられており῍ 初期

るとみなされるや῍ 海底ケ῏ブル建設ラッシュ

については国際通信が技術的に不可能であった

となり῍ 英国῍アイルランド῍ 英国῍オランダ῍

という事情があるῌ しかし῍ それが可能になっ

デンマ῏ク῍スウェ῏デン間などに海底ケ῏ブ

たあとでも῍ 英国の場合῍ 十分な資本力と民間

ルが敷設されたῌ また῍ 1858 年には大西洋横断

ベ῏スの事業であったことを活かし῍ 他国に直

の海底ケ῏ブルが敷設されているῌ

接回線を敷設することなどが可能であったこと
も῍ 国家レベルでの条約締結には関与しなかっ
た理由であるといえるだろうῌ

῎9 海底ケ῏ブルは῍ 海を隔てた国際コミュニケ῏
ションを可能にした最初の技術であり῍ 現在まで
も使用される技術であるῌ
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表3

2. 独墺電信連合の設立とその拡大

電信は῍ 英国῍ 米国῍ 大陸諸国で῍ それぞれ

独墺電信連合以前に結ばれた条約

締結時

締結国

歴史的経緯῍ 地理的条件などにより異なる発達

1849 年 10 月

プロシア/オ῏ストリア

の経路をとったῌ 当時῍ 欧州の国際関係はめま

1849 年 10 月

プロシア/サクソニア

ぐるしく変化しており῍ 各国は複雑な対立関係

1850 年 1 月

オ῏ストリア/ババリア

および協力関係にあったῌ そんななか῍ ドイツ
圏の大国同士として῍ 対立関係にありながらも

なかで見られる各国における領域内でのサ῏ビ

経済的には活発な交流があったと思われるプロ

ス運営方針の独自の決定が許されている点など

シアとオ῏ストリアの間で῍ 1849 年῍ 最初の国

は῍ 後に成立した独墺電信連合および西部欧州

際的な電信条約が締結された ῍ ῌ これは῍ 後

電信連合に引き継がれ῍ さらに῍ これらが合併

に῍ ῒ独墺電信連合ΐ となり῍ ῒ万国電信連合ΐ

して成立した万国電信連合においても継承され

に発展するῌ さらには῍ 現在の ITU に成長して

るなど῍ 国際電気通信制度における基本的な考

いく重要な一歩であったῌ 1849 年から 1850 年

え方となっていくのであるῌ

10

にかけて῍ 表 3 に示すように 4 カ国の間で三つ
の条約が締結された῍ ῌ

これらの締結を受けて῍ 4 カ国は῍ 一つのシ
ステムを῍ 統一されたル῏ルで運用することで

11

1849 年のプロシア  オ῏ストリア間の条約

一層の電信業務の合理化をめざして῍ ῒ独墺電

締結により῍ 両国のネットワ῏クが相互接続さ

信連合ΐ を 1850 年 7 月 25 日にドレスデンで結

れたわけであるが῍ これは῍ 直接の回線が設け

成したῌ なお῍ 同年 10 月 1 日には῍ ῒ独墺電信

られたわけではないῌ 鉄道の線路に沿ってベル

条約ΐ を結んでいるῌ 条約では῍ 4 カ国が同一の

リンとウィ῏ンを結ぶ回線が設置されたが῍ 共

規則の下に電信業務を運用することが決められ

同でオ῏ストリアのオ῏ダ῏バ῏グ (Oder-

たῌ これにより῍ 従来の二国間関係から多国間

berg) に駅を設け῍ 両国から電信の専門家が駐

関係と形を変えることとなったῌ また῍ 参加国

在し῍ その駅において人間がメッセ῏ジを手渡

の間で共通の規則の採用による共同運用へと発

しするというものであったῌ

展していくῌ 条約には῍ 通信の確保῍ 規則῎基

そこでは政府のメッセ῏ジが最優先されるこ

準の確立῍ 電報の種類῍ 料金の設定῍ 収入配分῍

ととなり῍ その次が列車の運用に関するもの῍

技術῍ 規則改正῍ 会議の開催῍ 連合への加入な

最後が一般の利用であったῌ それぞれの政府

どが含まれていたῌ 電報の種類は ῒ官報ΐ῍ ῒ鉄

は῍ 国内において電信の伝送について一時的に

道電報ΐ῍ ῒ私報ΐ の 3 種類が扱われることと

中止したり῍ または完全に停止する権利を保持

なったῌ 料金は῍ ゾ῏ン制が取り入れられたῌ

したῌ 料金は送り手の負担であり῍ その額は両

国際電信は῍ 距離と語数により従量制となっ

国の既存料金の合計と決められたῌ この条約の

たῌ 収入は῍ 伝送距離により配分されることと
なったῌ 会議は῍ 定期的な開催が決められ῍ ド

῍10 Codding (1972, p. 13) によると῍ ドイツ連邦間に
おける通信は῍ この条約より以前に成立していた
可能性もあるῌ ITU の歴史家であったメイヤ῏
(Meyer) に よ る と῍ プ ロ シ ア は῍ 1948 年 に 15
のドイツ諸国にプロシアと諸国を結ぶ電信回線の
設立の許可を得るためのプロジェクトを設立して
いるというῌ
῍11 ドイツ地域における初期の電信の歴史は῍ 独語文
献の Reindl (1993) に詳しいῌ

イツ連邦加盟国であれば参加資格が与えられ
たῌ
独墺電信連合会議は῍ 第 8 回まで開催されて
いる ῐ表 4 参照ῑῌ 第 2 回のウィ῏ン会議におい
ては῍ 各国の間のネットワ῏クの敷設とそれに
伴い運用に関する具体的な事項が決定されてい
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表4

独墺電信連合会議 ῑ1850 年ῐ1863 年開催ῒ
開催時期

開催場所

第1回

1850 年 7 月

ドレスデン

第2回

1851 年 10 月

ウィ῏ン

第3回

1853 年 9 月

ベルリン

第4回

1855 年 3 月

ミュンヘン

第5回

1857 年 11 月

スタットガルト

第6回

1858 年 10 月

フリ῏ドリッヒ῎ハ῏フェン

第7回

1861 年

ヘ῏グ

第8回

1863 年

ハノ῏バ῏

るῌ そのなかでも重要な決定事項は῍ 国境を越

よう決定したῌ

え各国を結ぶ直通回線の敷設が決定されたこと

このほかにも῍ 条約のかたちを整備したῌ 条

であるῌ これにより῍ 各国単位で形成されてい

約と付属規定 ῑ業務規則 (“Regulation”) および

た電信ネットワ῏クの相互接続が物理的に行わ

業務心得 (“Service Instructions”)ῒ に分け῍ 条

れることとなったῌ これにともない῍ 国境に設

約には法律として確定しているもの῍ 連合の目

けられた共同で運営する駅において῍ 送信国の

的などの基本的な内容に加え῍ 料金率の制定に

専門家が国内を伝送されてきた電文を受信国の

関する条項が含まれたῌ 付属規定は῍ 今後も改

専門家に手渡し῍ そこで῍ 翻訳をした後῍ 受信

正が予想されるもので῍ 業務規則には連合と公

国内を伝送していくという手順も廃止されたῌ

衆の間の法律関係を定めるものとし῍ 業務心得

また῍ 電信機は ΐモ῏ルス 式を共通に使用

は῍ 業務管理のうち技術的なものが含まれたῌ

することとなったῌ なお῍ 料金は῍ 電信がネッ

第 6 回では῍ 独墺電信連合も῍ 連合の拡大に

トワ῏クに沿って移動した距離ではなく発信地

積極化し῍ 今度は῍ 逆に西欧州電信連合に対し

のゾ῏ンと῍ 着信地ゾ῏ンの直線距離によって

統合を呼びかけているῌ 第 7 回では῍ 連合の範

決定され῍ その収入は῍ いったん῍ 連合のもの

囲῎存続῍ 料金率῍ 外国との条約῍ 絶対多数決

として収納されたῌ 配分は῍ 各国が保有する回

制の採用を決定したῌ

線の距離に比例するものとされたῌ
第 3 回では῍ 追加条約により電信業務の細則

3. 西部欧州電信連合の結成と二つの連合の交

の画一化を行い῍ 第 4 回では῍ 業務組織῍ 収入

流

配分について見直しを行ったῌ 第 5 回では῍ フ

独墺電信連合が発展するのと平行して῍ フラ

ランスを中心に形成されていた῍ 独墺電信連合

ンスを中心とした別の連合が誕生していたῌ し

と同様の組織である西部欧州電信連合からの呼

かし῍ そこで締結された条約内容は῍ 独墺電信

びかけによる欧州全域を包括する新たな連合の

連合に似たものであったῌ 西部欧州電信連合結

設立について議論されたῌ 西部欧州電信連合

成までの経緯も独墺電信連合の場合と同様にま

は῍ 独墺電信連合に対し῍ 1858 年のベルン会議

ずは二国間で相互接続を実現する条約が複数結

に招聘していたῌ しかし῍ 独墺電信連合はこの

ばれ῍ その後῍ 多国間枠組みである連合に移行

招待を辞退し῍ 独墺電信連合の採択する条約を

しているῌ

同様に西部欧州電信連合が採択することを促す

西部欧州地域で最初に相互接続の条約締結を
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表5

表6

西部欧州電信連合結成以前の二国間条約締結
締結時

締結国

西部欧州電信連合会議
開催時期

開催場所

1851 年

フランス/ベルギ῏

第1回

1855 年 12 月

パリ

1852 年 12 月

フランス/スイス

第2回

1857 年 5 月

チュラン

1853 年 6 月

サルジニア/スイス

第3回

1858 年 9 月

ベルン

1854 年 11 月

フランス/スペイン

ベルン会議に独墺電信連合の代表を招くことが
したのは῍ フランスとベルギ῏であったῌ 時期

決定されたῌ この決定に基づきベルン会議への

は 1851 年であり῍ 独墺電信連合が結成された

出席要請が独墺電信連合のスタットガルト会議

1850 年に 1 年遅れるものであったῌ おそらく

に送られたが῍ 独墺電信欧州連合ではベルン会

は῍ 独墺電信連合の結成に影響を受けての行動

議参加を否決し῍ スタットガルト条約のベルン

であったことが῍ 容易に想像できるῌ フランス

会議での採用を提案したῌ

とベルギ῏間の条約締結を受けて῍ 周辺諸国間

国際電信は῍ 独墺電信連合と西部欧州電信連

でも二国間条約が次῎と結ばれた ῐ表 5 参照ῑῌ

合のそれぞれの加盟国の中だけでなされていた

そして῍ それを整理して統合する形で῍ フラン

わけではもちろんないῌ 二つの連合の間で῍ 初

ス῍ ベルギ῏῍ サルジニア῍ スペイン῍ スイス

期の段階から῍ 積極的に国際電信のル῏ルを整

が 1855 年 6 月῍ パリにて西部欧州電信連合を

備しようとしていたῌ 表 7 にあるようにかなり

結成し῍ 多国間枠組みに移行したῌ その会議で

活発な話し合いの場が持たれていたῌ とくに

の決定事項は῍ ほとんどが独墺電信連合のもの

1858 年にブラッセル条約にて῍ ベルギ῏῍ フラ

と同一であったが῍ 料金については῍ 西部欧州

ンス῍ プロシアが合意に至っており῍ 西部欧州

電信連合のほうが低く設定されていたῌ 1857 年

電信連合の第 3 回ベルン会議 ῐ9 月ῑ では῍ この

には῍ ポルトガルとオランダが加盟したῌ

ブラッセル条約 ῐ6 月ῑ を承認したῌ また῍ ブ

次いで῍ 1860 年には῍ バチカン市国とシシ

ラッセル条約は῍ 後にほか 11 カ国が承認し῍ ベ

リ῏が加盟しているῌ 西部欧州電信連合として

ルン条約は῍ オ῏ストリア῍ ウュルテンベルヒ῍

の会議は῍ 表 6 に示すように 3 回開催されてい

バ῏デンなどが後に承認しているῌ したがっ

るῌ

て῍ 事実上῍ 独墺電信連合と西部欧州電信連合

第 2 回チュラン会議では῍ 早くも西部欧州電

の国際電信業務規則については統一的になった

信連合を超えた各国における統一的な規則制定

が῍ まだ完全に同一の規則で動いているとはい

の必要性が叫ばれ῍ 次回の 1858 年開催予定の

えなかったῌ

表7

独墺電信連合と西部欧州電信連合の枠組みを超えた条約の締結

締結時期

締結国

特記事項

1852 年 10 月

プロシア ῐ独墺電信連合ῑ/ベルギ῏/フラ
ンス

パリにて開催

1854 年 9 月

プロシア/ベルギ῏/フランス

1852 年 10 月条約に補足条約追加

1855 年 6 月

プロシア ῐ独墺電信連合ῑ/ベルギ῏/フラ
ンス

ベルリンにて開催 1854 年 9 月条約を改正

1858 年 6 月

ベルギ῏῍ フランス῍ プロシア

ブリュッセルにて開催参加国のほかに῍ 11
カ国が承認ῌ
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当時は῍ 電信の目的地によって῍ 3 種類の規

りであったῌ この実現において連合のメンバ῏

則が存在していたῌ 独墺電信連合スタットガル

を国家単位とするか῍ 事業者単位とするかは῍

ト会議 ῐ1857 年ῑ῍ 西部欧州連合ベルン会議

いずれでも問題はなかったはずであるῌ

ῐ1858 年ῑ῍ これらの枠組みを超えた条約である

当時῍ 電信事業をリ῏ドしていたのは英国や

ブラッセル条約 ῐ1858 年ῑ であるῌ その後も῍

米国であって欧州大陸諸国ではなかったῌ その

さらに῍ 規則の統一化が試みられ῍ 1858 年にフ

時代において電信事業を世界的にリ῏ドしてい

リ῏ドリッヒ῎ハ῏フェン会議῍ 1863 年にブレ

た国の価値観で国際制度を形成するのは῍ 不自

ゲンツでも会議が開催されているῌ

然なことではないῌ むしろ῍ 自然であったはず

そして῍ この 2 年後の 1865 年 3 月 1 日῍ 20

であるῌ 英国や米国が制度形成を主導したなら

カ国が参加するパリ会議において二つの電信連

ば῍ 民間ベ῏スの事業者をメンバ῏とする制度

合は正式に合併し万国電信連合が成立し῍ 規則

となっていたであろうῌ

は統合されることとなるῌ

このようにいずれの方向性も考えられた状態
を比較制度分析では῍ 複数均衡が存在していた

IV. ま と め

と説明する

本研究では῍ ITU 体制形成以前の時期を分析

しかし῍ この複数均衡の状態において欧州大

したῌ この時期に ITU 体制の重要な萌芽を見

陸諸国は῍ 陸続きの隣国と鉄道の発達も後押し

ることができるῌ 1865 年に結成される ITU の

して経済的交流を深めていったのとともに自然

前身組織である万国電信連合は῍ この時期に生

にネットワ῏クの接続のニ῏ズが高まったが῍

まれた二つの地域連合が合併したものであり῍

英国῍ 米国は島国であり῍ 海底ケ῏ブルが発明

基本的には῍ これらの地域連合の延長上にあ

されるまでは῍ 電信ネットワ῏クの相互接続に

るῌ

ついて現実はなかったῌ また῍ 欧州大陸諸国は῍

ITU 体制形成における経路を決定する初期

国営電信事業であったため国境を越えてネット

状態は῍ 最初の電気通信技術である電信以前の

ワ῏クを敷設するなどのことが困難であったの

腕木通信の時代に求められるῌ 腕木通信はナポ

に対し῍ 英国は῍ 民間事業者として他国の事業

レオン戦争時に使用されたもので῍ 隣国と陸続

者と契約して῍ ネットワ῏クを他国まで敷設す

きである欧州大陸諸国では軍事上重要な通信技

ることも可能であったなど῍ 制度を形成しよう

術として国営で運営されていたῌ その後῍ その

というインセンティブが十分ではなかったῌ

運営体制は技術の世代交代に伴い電信に引き継

ITU の 母 体 と な っ た 地 域 電 信 連 合 の メン

がれて行ったῌ 産業革命を経験した各国は῍ 経

バ῏は国家であり῍ 通信事業を行う主務官庁で

済活動を活発化させ῍ 国境を越えたビジネスに

あったῌ これは῍ 万国電信連合の参加資格とし

熱心に取り組むようになるῌ そのような状況に

て引き継がれていく῍12ῌ そして῍ 加盟国の通信

おいて῍ 商業目的も視野にいれて各国の電信

事業は基本的には῍ 国営または῍ それに準ずる

ネットワ῏クを相互接続しようとする動きが出
てくるῌ そうして生まれたのが῍ 独墺電信連合
であり῍ 後にそれを真似てフランスを中心に結
成されたのが῍ 西部欧州電信連合であるῌ
地域電信連合によって実現されたことは῍ 具
体的にはサ῏ビスの相互接続に関する規則づく

῍12 このほかにも現在の ITU の体制で執り行われて
いたさまざまな手続きの原型をこの時代に見るこ
とができるῌ 独墺電信連合が採用していた合意内
容を条約と付属規定および業務心得に分けるやり
かたは῍ 現在も῍ ITU 条約 ῐ現在は῍ 憲章となっ
ているῑ と無線規則などと分けて運用している方
法に受け継がれているῌ
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事業者による国内独占事業であることという
ITU 体制における基本的な考え方として形成

され 100 年以上もの間維持されていくのであ
る῎13
本研究では ITU 体制の基本的考え方の形成
の要因を探るために比較制度分析の立場から
ITU 体制形成以前の時代を対象に通信技術の

事業形態と ITU の母体となった組織の形成の
経緯を見た そして ITU 体制の形成には 経
路依存性が働いていたということを明らかにす
ると同時に ITU 体制は 制度としての効率性
や国際的な制度としての適合性を検討した結
果 決められたものではないということを指摘
する
国際電気通信制度の形成は 比較制度分析の
立場から言うと経路依存性が働いた制度形成の
典型的な例であるといえるだろう 本研究の結
果を踏まえて ITU 体制形成およびその変容に
ついてさらに分析を進めることで現在の国際電
気通信制度の制度としての特徴を明らかにする
ことにつながると考える
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